
日本語読み 日本語表記 英語表記
1a、25-じひどろきしびたみんD3 1α、25-ジヒドロキシビタミンD3 1α, 25-dihydroxyvitamin D3

24、25-じひどろきしびたみんD3 24、25-ジヒドロキシビタミンD3 24, 25-dihydroxyvitamin D3

あ

あーてぃきゅらーれ アーティキュラーレ articulare

あくせいかつまくしゅ 悪性滑膜腫 malignant synovioma

あくせいかんせつりうまち 悪性関節リウマチ malignant rheumatoid arthritis

あご あご jaw

あさのこわばり 朝のこわばり morning stiffness

あじゅばんと アジュバント adjuvant

あじゅばんとかんせつえん アジュバント関節炎 adjuvant arthritis

あだっきゅう 亜脱臼 incomplete dislocation

あっかい 圧潰 collapse

あっかいこっせつ 圧潰骨折 crush fracture

あっかく 圧覚 pressure sensation

あっつう 圧痛 tenderness, pressure pain

あっつうけんさ 圧痛検査 tenderness test

あっつうてん 圧痛点 tender point

あつてん 圧点 pressure spot, pressure point

あっぱく（しょう） 圧迫（症） compression

あっぱくこっせつ 圧迫骨折 compression  fracture

あっぱくぷれーと 圧迫プレート compression plate

あっぱくほうたい 圧迫包帯 compression  bandage

あつふか 圧負荷 pressure load

あつふたんいき 圧負担域 supporting area

あてとーしす アテトーシス athetosis

あぺーるしょうこうぐん アペール症候群 Apert('s) syndrome

あらいめんと アライメント alignment

あろでぃにあ アロディニア allodynia

あんぐる（の）ふせいこうごうぶんる
い

アングル（の）不正咬合分類 Angle('s) classification of malocclusion

あんせい（い）いき 安静（位）域 free way area (space)

あんせいい 安静位 rest(ing) position

あんせいじつう 安静時痛 pain at rest

あんていか 安定化 stabilization

い

いーぐるしょうこうぐん イーグル症候群 Eagle('s) syndrome

いえいようせいせっかいか 異栄養性石灰化 dystrophic calcification

いかんかくしょう 異感覚症 dysesthesia

いきしげき 閾刺激 threshold stimulus

いきじょうしげき 閾上刺激 supra-threshold stimulus

いきち 閾値 threshold value

いぎょうけっさつ 囲繞結紮 circumferential wiring

いけいせい（しょう） 異形成（症） dysplasia

いげんせいしょうがい 医原性障害 iatrogenic disorder

いげんびょう 医原病 iatrogenic disease

いこつしょう 異骨症 dysostosis

いしゅいしょく（じゅつ） 異種移植（術） heterotransplantation, xenograft

いしゅく 萎縮 atrophy

いしょ（せい）きゅうしゅう 異所（性）吸収 ectopic resorption

いしょ（せい）こっか 異所（性）骨化 heterotopic ossification, ectopic ossification

いしょ（せい）こつけいせい 異所（性）骨形成 ectopic bone formation

いじょうしんけいしはい 異常神経支配 anomalous innervation

いじょうちかく 異常知覚 dysasthesia

いしょく（じゅつ） 移植（術） graft, grafting, implantation, transplantation

いしょくこつ 移植骨 grafted bone

いしょくこつてい 移植骨釘 peg (bone) graft

いしょくこっぺん 移植骨片 bone block

一般社団法人日本顎関節学会用語集



日本語読み 日本語表記 英語表記
一般社団法人日本顎関節学会用語集

いしょくへん 移植片 implant

いしょくへん（ざいりょう） 移植片（材料） transplant

いしょせいしゅうしゅく 異所性収縮 ectopic contraction, heterotopic contraction

いちかく 位置覚 sense of position

いちじ（しんけい）しゅうまつ 一次（神経）終末 primary (nerve) ending

いちじせい（そう）へいさ 一次性（創）閉鎖 primary closure

いちじせいたいしゃいじょうしょう 一次性代謝異常症 primary metabolic abnormalities

いちじちゆ 一次治癒 healing per primam, primary healing

いちじほうごう 一次縫合 primary suture

いっかせいさよう 一過性作用 temporary action

いっきちゆ 一期治癒 healing per primam

いでんせいしっかん 遺伝性疾患 hereditary disease

いでんてきえいきょう 遺伝的影響 genetic effect

いでんてきしょうがい 遺伝的障害 genetic hazard

いでんてきへんい 遺伝的変異 genetic variation

いでんひょうしき 遺伝標識 genetic marker

いでんぶっしつ 遺伝物質 genetic material

いでんよういん 遺伝要因 genetic diathesis

いどういき 移動域 excursion

いひろうせい 易疲労性 easy fatigability

いぶつ 異物 xenobiotic

いぶつ（しよう）かんせつけいせい
（じゅつ）

異物（使用）関節形成（術） alloarthroplasty

いぶつ（しよう）けいせい（じゅつ） 異物（使用）形成（術） alloplasty

いみーでぃえいとさいどしふと イミーディエイトサイドシフト immediate side shift

いわかん 違和感
discomfort, uncomfortable feeling, unpleasant
sensation

いんさいざるいんでぃけーたー インサイザルインディケーター incisal indicator

いんせいぞうえいざい 陰性造影剤 negative contrast medium

いんせいぞうえいざいぞうえいほう 陰性造影剤造影法 negative contrast arthrography

いんぴんじめんと インピンジメント impingement

う

うぇすとへいう゛ん-いぇーるたげんて
きとうつうけんさ

ウェストヘイヴン−イェール多元
的疼痛検査

West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory
(MPI)

うずくいたみ うずく痛み aching pain, ache

うちきりれい 打ち切り例 censored case

うつ うつ depression

うっけつ うっ血 congestion

うつじょうたい うつ状態 depressive state

うっせき うっ積 congestion

うめこみいしょく 埋込み移植 inlay graft

うわのせいしょく 上のせ移植 onlay graft

うんどうがく 運動学 kinesiology

うんどうけいろ 運動経路 movement path

うんどうじつう 運動時痛 pain on motion

うんどうしっちょう 運動失調 ataxia

うんどうしゅうばん 運動終板 motor end-plate

うんどうしょうがい 運動障害 dyskinesia

うんどうしんけい 運動神経 motor nerve

うんどうせい 運動性 mobility, motility

うんどうせいじゅうけつ 運動性充血 exercise hyperemia

うんどうたんい 運動単位 motor unit

うんどうてん 運動点 motor point

うんどうにゅーろん 運動ニューロン motor neuron

うんどうふぜんまひ 運動不全麻痺 motor paresis

うんどうりょうほう 運動療法 therapeutic exercis

え

えいでぃーえる ADL ADL

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/Yogoshu/24.html
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えいでぃ－える ADL activities of daily living

えいようどうみゃく 栄養動脈 nutrient artery

えーせんい A線維 A fiber

えーらーす・だんろすしょうこうぐん エーラース・ダンロス症候群 Ehlers-Danlos syndrome

えしそしきへん 壊死組織片 debris, sequestrum

えそ 壊疽 gangrene

えっくすせん（しゃしん）しょけん X線（写真）所見 radiographic findings

えっくすせんえいがさつえい（ほう） X線映画撮影（法） cineradiography, cinefluorography

えっくすせんけんさ（ほう） X線検査（法） radiographic examination

えっくすせんとうかせい X線透過性 radiolucent

えっくすせんとうかぞう X線透過像 radiolucency

えっくすせんとうしほう X線透視法 fluoroscopy, fluoroscopic radiography

えっくすせんびでおさつえいほう X線ビデオ撮影法 video fluorography

えっくすせんふとうかせい X線不透過性 radiopacity, radiopaque

えふぁぷすでんたつ エファプス伝達 ephapse transmission

えみねんすくりっく エミネンスクリック eminence click

えろーじょん エロージョン erosion

えんぐらむ エングラム engram

えんげ えん《嚥》下 deglutition

えんげこんなん（しょうがい） えん《嚥》下困難（障害） dysphagia

えんげはんしゃ 嚥下反射 deglutition reflex

えんしんこうごう 遠心咬合 distocclusion

えんしんしんけい 遠心神経 efferent (centrifugal) nerve

えんしんせいせんい 遠心性線維 efferent fiber

えんちょう（じゅつ） 延長（術） lengthening, elongation

エンドフィール エンドフィール end feel

えんとらっぷめんと エントラップメント entrapment

えんばんじょうめにすくす 円板状メニスクス discoid meniscus

お

おうこっせつ 横骨折 transverse fracture

おうだん（めん）ぞう 横断（面）像 transverse image

おうもんきん 横紋筋 rhabdium, striated muscle

おーばーじぇっと オーバージェット overjet

おーばーばいと オーバーバイト overbite

おーぷんろっく オープンロック open lock

おすておぺにあ オステオペニア osteopenia

おすておぽろーしす オステオポローシス osteoporosis

おとがいかとうちょうほうこうさつえ
い（ほう）

オトガイ下頭頂方向撮影（法）
submentovertical projection, submental vertex
projection

おとがいぜっきん オトガイ舌筋 genioglossus muscle

おとがいぜっこつきん オトガイ舌骨筋 geniohyoid muscle

おとがいてん オトガイ点 pogonion, gnathion

おとがいとうちょうほうこうさつえい
（ほう）

オトガイ頭頂方向撮影（法） menton vertex projection

おとがいぼう オトガイ帽 chin cap

おとがいぼうそうち オトガイ帽装置 chin cap appliance

おぴおいど オピオイド opioid

おりえびょう オリエ病
Ollier disease, dyschondroplasia,
enchondromatosis, multiple enchondromata

おん（ど）（かん）かくかびん（しょ
う）

温（度）（感）覚過敏（症） thermohyperesthesia, hyperthermoesthesia

おん（ど）（かん）かくどんま 温（度）（感）覚鈍麻 hypothermesthesia, thermohyp(e)osthesia

おん（ど）かく 温（度）覚 thermesthesia

おん（ど）かくしょう（だっ）しつ 温（度）覚消（脱）失 thermal anesthesia

おんかく 温覚 warm(th) sensation

おんしっぷ 温湿布 hot compress

おんねつりょうほう 温熱療法 hyperthermia, thermotherapy

か



日本語読み 日本語表記 英語表記
一般社団法人日本顎関節学会用語集

かあつつうかくそくてい 加圧痛覚測定 pressure algometry

かあつとうつういきち 加圧疼痛閾値 pressure pain threshold

かいこう 開咬 open bite

かいこういき 開口域 mouth opening range

かいこううんどう 開口運動 opening movement of mouth

かいこうき 開口器 mouth gag；mouth prop

かいこうじつう 開口時痛  jaw opening pain

かいこうしょうがい 開口障害 disturbance of mouth opening, trismus

かいこうはんしゃ 開口反射 jaw opening reflex

がいこつ（しゅ）しょう 外骨（腫）症 exostosis

がいこつしゅせつじょ（じゅつ） 外骨腫切除（術） exostectomy

かいざい（の） 介在（の） intercalary, extrinsic

がいざい（の） 外在（の） extrinsic

かいざい（ぶつ） 介在（物） interposition

がいじどう 外耳道 external auditory meatus

がいしょう（せい）しんけいしょう 外傷（性）神経症 traumatic neurosis

がいしょうごしょうこうぐん 外傷後症候群 posttraumatic syndrome

がいしょうごずつう 外傷後頭痛 posttraumatic headaches

がいしょうごつう 外傷後痛 posttraumatic pain

がいしょうせいがくかんせつえん 外傷性顎関節炎 traumatic TMJ arthritis

がいしょうせいかんせつえん 外傷性関節炎 traumatic arthritis

がいしょうせいこうごう 外傷性咬合 traumatic occlusion

がいしょうせいしんけいつう 外傷性神経痛 traumatic neuralgia

がいしょうせいせつだん（じゅつ） 外傷性切断（術） traumatic amputation

がいしょうせいだっきゅう 外傷性脱臼 traumatic dislocation

がいしょうせいにゅーろぱしー 外傷性ニューロパシー traumatic neuropathy

がいしょうせいのいろーま 外傷性ノイローマ traumatic neuroma

かいぞう 改造 remodeling

がいそくえん 外側縁 lateral rim

がいそくか 外側顆 lateral condyle

がいそくきょく 外側極 lateral pole

がいそくじんたい 外側靱帯 lateral ligament

がいそくへきかつまくぶ 外側壁滑膜部 lateral synovial portion

がいそくぼうえんばんこう 外側傍円板溝 lateral paradiscal groove

がいそくよくとつきん 外側翼突筋 lateral pterygoid muscle

がいそくよくとつきんかふく 外側翼突筋下腹 lower portion of lateral pterygoid muscle

がいそくよくとつきんしんけい 外側翼突筋神経 lateral pterygoid nerve

がいそくりゅうき 外側隆起 lateral protuberance

かいたつこっせつ 介達骨折 indirect fracture

かいてん（ほうしき）ぱのらまえっく
すせんさつえいほう

回転（方式）パノラマX線撮影法 rotational panoramic radiography

がいなんこつ（しゅ）しょう 外軟骨（腫）症 ecchondrosis

がいなんこつしゅ 外軟骨腫 ecchondroma

かいふく 回復 restoration

かいほうこっせつ 開放骨折 compound fracture, open fracture

かいめんこつ 海綿骨 cancellous bone

かいめんこつこっぺんいしょく 海綿骨骨片移植 cancellous strip graft

かいめんこつさいへんいしょく 海綿骨細片移植 cancellous chip graft

かいめんこつそうにゅういしょく 海綿骨挿入移植 cancellous insert graft

かいよう（せい）けっちょうえんせい
かんせつえん

潰瘍（性）結腸炎性関節炎 colitic arthritis

かうざるぎー カウザルギー causalgia

かがいこうごう 過蓋咬合 deep overbite

かがく 下顎 lower jaw

かがく（てき）でんたつ 化学（的）伝達 chemical transmission

かがくあんせいい 下顎安静位 rest position of mandible

かがくい 下顎位 mandibular position
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かがくうんどう 下顎運動 mandibular movement

かがくうんどうようそ 下顎運動要素 elements of mandibular movement

かがくえんし 下顎縁枝 mandibular branch

かがくか 下顎窩 mandibular fossa, articular fossa

かがくかく 下顎角 angle of mandible, gonial angle

かがくかじょうしょう 下顎過剰症 paragnathus

かがくがんめんいこつしょう 下顎顔面異骨症 mandibulofacial dysostosis

かがくきのううんどう 下顎機能運動 functional mandibular movement

かがくけい 下顎頸 neck of mandible, mandibular neck

かがくけいきんはんしゃ 下顎頸筋反射 mandibulo-neck reflex

かがくけいぶこつきり（じゅつ） 下顎頸部骨切り（術） subcondylar osteotomy

かがくけいぶこっせつ 下顎頸部骨折 subcondylar fracture

かがくけつごうきけい 下顎結合奇形 paragnathus

かがくげんかいうんどう 下顎限界運動 border movement of mandibule

かがくこうじょうみゃく 下顎後静脈 retromandibular vein

かがくこうたい（しょう） 下顎後退（症） opisthognathia, mandibular retrusion, retrogenia

かがくこうたいい 下顎後退位 retruded position of mandible

かがくこつ 下顎骨 mandible

かがくこつかんせつとっきけいせいふ
ぜんしょう

下顎骨関節突起形成不全症 hypoplasia of condylar process

かがくこつかんせつとっきけっそん 下顎骨関節突起欠損 agenesis of the mandibular condyle

かがくこつかんせつとっきはついくふ
ぜん

下顎骨関節突起発育不全 hypoplasia of the mandibular condyle

かがくこつかんせつとっきひだい 下顎骨関節突起肥大 hyperplasia of the mandibular condyle

かがくこつけいせいふぜん（しょう） 下顎骨形成不全（症） mandibular hypoplasia

かがくこつこっせつ 下顎骨骨折 fracture of mandible

かがくこつこつまくえん 下顎骨骨膜炎 mandibular periost(e)itis

かがくこつそくしゃいさつえい（ほ
う）

下顎骨側斜位撮影（法） lateral oblique projection of mandible

かがくし 下顎枝 ramus of mandible

かがくしかく 下顎枝角 mandibular ramus angle

かがくししじょうぶんかつ（ほう） 下顎枝矢状分割（法） sagittal splitting method of mandibular ramus

かがくしんけい 下顎神経 mandibular nerve

かがくせっこん 下顎切痕 mandibular incisure, mandibular notch

かがくせっしじくかく 下顎切歯軸角 lower incisor angle

かがくぜんとつ 下顎前突 progenia, mandibular protrusion

かがくたい 下顎体 body of mandible

かがくだんめんさつえい（ほう） 下顎断面撮影（法） mandibular cross-section projection

かがくちょうはんしゃ 下顎張反射 mandibular stretch reflex

かがくてきかつまくせつじょ（じゅ
つ）

化学的滑膜切除（術） chemical synovectomy

かがくでんたつぶっしつ 化学伝達物質 chemical transmitters

かがくとう 下顎頭 head of mandible, mandibular condyle

かがくとうかけいせい（しょう） 下顎頭過形成（症） condylar hyperplasia

かがくとうこうこう 下顎頭後溝 retrocondylar groove

かがくとうせつじょじゅつ 下顎頭切除術
resection of mandibular condyle, osteoarthrotomy
of TMJ, condylectomy of mandible

かがくとうぜんこう 下顎頭前溝 precondylar groove

かがくとうてん 下顎頭点 condylar point

かがくとうなんこつ 下顎頭軟骨 condylar cartilage

かがくとうむけいせい 下顎頭無形成 agenesis of condyle

かがくとうれつけいせい（しょう） 下顎頭劣形成（症） hypoplasia of condyle

かがくはんしゃ 下顎反射 jaw reflex, jaw jerk

かがくひたいしょう 下顎非対称 mandibular asymmetry

がかんきんきゅう 牙関緊急 trismus

かかんせつくう 下関節腔 inferior articular cavity

かかんせつくうぞうえいほう 下関節腔造影法 lower joint compartment arthrography

がく 顎 jaw
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がくい 顎位 mandibular position, jaw position

がくうんどういじょう 顎運動異常 jaw movement abnormality

がくうんどうじつう 顎運動時痛 jaw movement pain

がくかせいきん 顎下制筋 mandibular depressor

がくかんきょり 顎間距離 intermaxillary distance

がくかんさく 顎間索 syngnathia

がくかんせつ（えっくすせん）さつえ
いほう

顎関節（Ｘ線）撮影法 TMJ radiography

がくかんせつえん 顎関節炎
arthritis of TMJ, inflammation of TMJ, TMJ
arthritis

がくかんせつ（ざつ）おん 顎関節(雑）音 TMJ noise

がくかんせつきのうしょうがい 顎関節機能障害 TMJ dysfunction

がくかんせつきょう 顎関節鏡 TMJ arthroscope

がくかんせつきょうしほう 顎関節鏡視法 arthroscopy of TMJ

がくかんせつきょうちょくしょう 顎関節強直症 ankylosis of TMJ, TMJ ankylosis

がくかんせつけいせいじゅつ 顎関節形成術 arthroplasty of TMJ, TMJ arthroplasty

がくかんせつざしょう 顎関節挫傷 contusion of TMJ

がくかんせつざつおん 顎関節雑音 TMJ sound, TMJ clicking, TMJ noise

がくかんせつじくほうこうさつえい
（ほう）

顎関節軸方向撮影（法） TMJ axial projection

がくかんせつしっかん 顎関節疾患 temporomandibular joint diseases

がくかんせつじゅどう（じゅつ） 顎関節授動（術） TMJ mobilization

がくかんせつしょう 顎関節症
arthrosis of TMJ, TMJ arthrosis, TMJ disorders,
TMD

がくかんせつぜんごほうこうさつえい
（ほう）

顎関節前後方向撮影（法） TMJ antero-posterior projection

がくかんせつ（くう）ぞうえいだんそ
うさつえい（ほう）

顎関節（腔）造影断層撮影（法） TMJ arthrotomography

がくかんせつぞうえいほう 顎関節造影法 arthrography of TMJ, TMJ arthrography

がくかんせつそくほうこうさつえい
（ほう）

顎関節側方向撮影（法） TMJ lateral projection

がくかんせつそんしょう 顎関節損傷 TMJ injury

がくかんせつだっきゅう 顎関節脱臼 TMJ luxation

がくかんせつだんそうさつえいほう 顎関節断層撮影法 TMJ tomography

がくかんせつつう 顎関節痛 TMJ pain

がくかんせつとうしほう 顎関節透視法 TMJ fluoroscopy

がくかんせつとっきこっせつ 顎関節突起骨折
fracture of mandibular (condyle) process, fracture
of condylar process

がくかんせつとっきひだい 顎関節突起肥大 hyperplasia of mandibular process

がくかんせつないしょう 顎関節内障 internal derangement of (TMJ)

がくかんせつぱのらまえっくすせんさ
つえい（ほう）

顎関節パノラマＸ線撮影（法）
panoramic TMJ radiography, TMJ specific panoramic
radiography, TMJ panoramic radiography

がくかんせつりうまち 顎関節リウマチ rheumatoid arthritis of TMJ

がくがんめんへんけい（しょう） 顎顔面変形（症） maxillofacial deformity

がくきょじょう 顎挙上 jaw lift

がくきょじょうきん（ぐん） 顎挙上筋（群） mandibular elevators

がくこうくうけい 顎口腔系 stomatognathic system

がくこうたい（しょう） 顎後退（症） retrognathia

かくじききょうめい（｛ＮＭＲ｝） 核磁気共鳴（ＮＭＲ） NMR (nuclear magnetic resonance)

がくじょうみゃく 顎静脈 maxillary veins

がくぜっこつきん 顎舌骨筋 mylohyoid muscle

がくぜっこつきんせん 顎舌骨筋線 mylohyoid line, mylohyoid ridge

がくぜんとつ（しょう） 顎前突（症） prognathism

がくたいしんだんほう 顎態診断法 gnathostatic diagnosis

がくたいもけい 顎態模型 gnathostatic model

がくどうみゃく 顎動脈 maxillary artery

かくとくせいそいん 獲得性素因 acquired predisposition

がくにふくきん 顎二腹筋 digastric muscle

がくはついくいじょう（しょうがい） 顎発育異常（障害） growth abnormality of jaw

がくはんしゃ 顎反射 jaw reflex
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がくへんけい（しょう） 顎変形（症） deformity of jaw

がくりきりょうけい 顎力量系 gnathodynamometer

かけいせい 過形成 hyperplasia

かけんいん 過牽引 overextension

かこつしょう 過骨症 hyperostosis

かさねあわせ（ほう）（とうぶえっく
すせんきかくしゃしんの）

重ね合わせ（法）（頭部X線規格
写真の）

superimpose method

かじゅうぜつきん 下縦舌筋 inferior longitudinal muscle of tongue

かじょうかんせつ 顆状関節 condyloid joint

かしんてん 過伸展 hyperextension, overextension

かせいちょう 過成長 overgrowth

かそうこうごうへいめん 仮想咬合平面
imaginary occlusal plane, tentative plane of
occlusion

がぞうしんだん（ほう） 画像診断（法） diagnostic imaging

かぞくせいかがくせんいせいこついけ
いせい（しょう）

家族性下顎線維性骨異形成（症） familial fibrous dysplasia of the jaws

かだいつうかく 過大痛覚 hyperpathia

かたこり 肩凝り shoulder stiffness

かちょう（の） 過長（の） redundant

かつえき 滑液 synovia, synovial (joint) fluid

かつえきしょうえん 滑液鞘炎 tenosynovitis

かつえきしょうせつじょ（じゅつ） 滑液鞘切除（術） tenosynovectomy

かつえきのうほう 滑液嚢胞 synovial  cyst

かつえきほう 滑液包 (synovial) bursa

かつえきほうえん 滑液包炎 bursitis

かつえきほうせっかい 滑液包切開 bursotomy

かつえきほうせつじょ（じゅつ） 滑液包切除（術） bursectomy

かつえきほうぞうえい（ほう） 滑液包造影（法） bursography

がっかんかんけい 顎間関係 jaw relation, maxillo-mandibular relation

がっかんきょり 顎間距離 intermaxillary distance

がっこつはついくふぜん 顎骨発育不全 dysgnathia

かっせいかまくろふぁーじ 活性化マクロファージ activated macrophage

かつどうかんせつ 滑動関節 glinding joint, arthrodial joint, arthrodia

かつどうこうしん 活動亢進 hyperactivity

かつどうでんい 活動電位 action potential

かつどうでんりゅう 活動電流 action current

かつまく 滑膜 synovial membrane

かつまく（せい）かんせつ 滑膜（性）関節 diarthroidal joint, synovial joint

かつまくえん 滑膜炎 synovitis

かつまくかそしき 滑膜下組織 subsynovial tissue

かつまくこつなんこつしゅしょう 滑膜骨軟骨腫症 synovial osteochondromaosis

かつまくしゅ 滑膜腫 synovialoma, synovioma

かつまくじょうか（じゅつ） 滑膜浄化（術） synovectomy

かつまくじょうみゃく 滑膜静脈 synovial vein

かつまくせんもう 滑膜繊毛 synovial villi

かつまくにくしゅ 滑膜肉腫 synovial sarcoma

かてこーるあみん カテコールアミン catecholamine

かとう 顆頭 condyle

かとう（がいそくよくとつきんの） 下頭（外側翼突筋の） inferior head

かとうあんていい 顆頭安定位
stable (neutral) condylar position, stabilized
condylar position

かとうい 顆頭位 condylar position

かどういき 可動域 excursion, range of motion

かどうかんせつ 可動関節 diarthroidal joint, diarthrosis

かとうきゅう 顆頭球 condylar ball

かどうんどうせい 過度運動性 hypermobility

かどじゅうなんせい 過度柔軟性 hyperflexibility

かのうせいがくかんせつえん 化膿性顎関節炎 suppurative (purulent) arthritis of TMJ
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かのうせいかんせつえん 化膿性関節炎
arthritis purulenta, purulent (pyogenic septic,
suppurative) arthritis

かのうせいこつずいえん 化膿性骨髄炎 suppurative osteomyelitis

かみくだき かみくだき crushing

かみしめ かみしめ clenching

かるばまぜぴん カルバマゼピン carbamazepine

かれいげんしょう 加齢現象 ageing process, aging

かれいへんか 加齢変化 age change

かろがたこうごうき 顆路型咬合器
condylar path articulator, condyle path
articulator

かんあつさよう 緩圧作用 stress breaking action

かんおう 陷凹 concavity

がんかがいじどうきじゅんせん 眼窩外耳道基準線 orbitomeatal base line

がんかかがくしほうこうさつえい（ほ
う）

眼窩下顎枝方向撮影（法） orbitoramus projection

がんかかがくとうほうこうさつえい
（ほう）

眼窩下顎頭方向撮影（法） transorbital projection, orbitocondylar projection

かんかくいじょう 感覚異常 paresthesia

かんかくしょうがい 感覚障害 sensory disturbance

かんかくしょうしつ（しょう） 感覚消失（症） anesthesia

かんかくしんけい 感覚神経 sensory nerve

かんかくまひ 感覚麻痺 sensory paralysis

がんかてん 眼窩点 orbitale

がんかへいめん 眼窩平面 orbital plane

かんきょういんし 環境因子 environmental factor

かんけつせいかんせつすいしょう 間欠性関節水症 intermittent hydrarthrosis

かんけつてきせいふくほう 観血的整復法 open reduction

かんけつろっく 間欠ロック intermittent lock

かんごう 嵌合 intercuspation, interlocking

かんごう（こう）りょく 嵌合（効）力 interlocking force

かんしきえっくすせんさつえい（ほ
う）

乾式X線撮影（法） xeroradiography

かんじょう 感情 affection

かんしょうさよう 緩衝作用 buffer action

かんせつ（かん）かく 関節（感）覚 joint sensation

かんせつ（くう）ないちゅうしゃ 関節（腔）内注射 intra-articular injection

かんせつ（げん）せい 関節（原）性 arthrogenous

かんせつ（ざつ）おん 関節（雑）音 joint noise; joint sound

かんせつ（れつ）げき 関節（裂）隙 joint space

かんせついけいせい（しょう） 関節異形成（症） arthrodysplasia

かんせつえき 関節液 joint fluid

かんせつえん 関節炎 arthritis

かんせつえんばん 関節円板
articular meniscus, disc（英語）, articular disc,
intra-articular cartilage, disk（米語）

かんせつえんばんかえんがい 関節円板下円蓋 infradiscal dome

かんせつえんばんこうこう 関節円板後溝 retrodiscal groove

かんせつえんばんこうぶそしき 関節円板後部組織 retrodiscal tissue

かんせつえんばんこうほうてんい 関節円板後方転位 posterior disc displacement

かんせつえんばんこうほうひこうたい 関節円板後方肥厚帯 posterior band of the disc

かんせつえんばんしょうがい 関節円板障害 disc disorders

かんせつえんばんせつじょじゅつ 関節円板切除術 articular disc resection

かんせつえんばんぜんぽうてんい 関節円板前方転位 anterior disc displacement

かんせつえんばんぜんぽうひこうたい 関節円板前方肥厚帯 anterior band of the disc

かんせつえんばんちゅうおうきょうさ
くぶ

関節円板中央狭窄部 intermediate zone if the disc

かんせつえんばんてんい 関節円板転位 disc displacement

かんせつえんばんびさいひだ 関節円板微細ヒダ discal fine folds

かんせつえんばんふちゃくぶ 関節円板付着部 discal attachment

かんせつか 関節窩 articular fossa, glenoid fossa
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かんせつがい（かんせつ）こてい
（じゅつ）

関節外（関節）固定（術） extra-articular arthrodesis

かんせつがい（の） 関節外（の） extra-articular

かんせつかけいせい（じゅつ） 関節窩形成（術） glenoplasty

かんせつかせつじょ（じゅつ） 関節顆切除（術） condylectomy

かんせつかどうせい 関節可動性 joint mobility

かんせつかひょうめんさいけん 関節窩表面再建 glenoid resurfacing

かんせつきょう 関節鏡 arthroscope

かんせつきょうけんさ（ほう） 関節鏡検査（法） arthroscopy

かんせつきょうしかしゅじゅつ 関節鏡視下手術 arthroscopic surgery

かんせつきょうしほう 関節鏡視法 arthroscopy

かんせつきょうちょく（しょう） 関節強直（症） ankylosis of joint, arthrokleisis

かんせつくう 関節腔 synovial cavity, articular (joint) cavity

かんせつけいせい（じゅつ） 関節形成（術） arthroplasty

かんせつげき 関節隙 joint space

かんせつけっしゅ 関節血腫 hemarthrosis

かんせつけっせつ 関節結節 articular tubercle

かんせつこうしゅく 関節拘縮 joint contracture

かんせつこうとっき 関節後突起 postauricular process, retroarticular processus

かんせつこてい（じゅつ） 関節固定（術） arthrodesis

かんせつし 関節枝 articular branches

かんせつしかん（しょう） 関節弛緩（症） arthrochalasis, joint laxity

かんせつしゅういえん 関節周囲炎 periarthritis

かんせつしゅっけつ 関節出血 hemarthrosis

かんせつしょう 関節症 arthrosis, arthropathy

かんせつしょうがい 関節障害 arthropathy

かんせつすいしゅ 関節水腫 hydrarthrosis

かんせつすいしょう 関節水症 hydrarthrosis

かんせつせいこつきゅうしゅう 間接性骨吸収 indirect bone resorption

かんせつせいどう（じゅつ） 関節制動（術） arthrorisis

かんせつせっかい（じゅつ） 関節切開（術） arthrotomy

かんせつせつじょ（じゅつ） 関節切除（術） arthrectomy

かんせつせんし（じゅつ） 関節穿刺（術） arthrocentesis

かんせつぞうえい（ほう） 関節造影（法） arthrography

かんせつぞうえいぞう 関節造影像 arthrogram, arthrograph

かんせつぞうえいだんそうさつえいほ
う

関節造影断層撮影法 arthrotomography

かんせつちかん（じゅつ） 関節置換（術） replacement arthroplasty, joint replacement

かんせつつう 関節痛 arthralgia, joint pain

かんせつでぶりどまん 関節デブリドマン joint  debridement

かんせつとっき 関節突起 articular process, condylar process

かんせつとっき（かがくこつの） 関節突起（下顎骨の） articular process, condylar process

かんせつとっきかけいせい（しょう） 関節突起過形成（症）
condylar hyperplasia, hyperplasia of the condylar
process

かんせつとっきけいせいふぜん 関節突起形成不全 hypoplasia of the condylar process

かんせつとっきこっせつ 関節突起骨折 fracture of articular process

かんせつとっきむけいせい 関節突起無形成 agenesis of condyle process

かんせつないこっせつ 関節内骨折 intra-articular fracture

かんせつないしょう 関節内障 internal derangement

かんせつなんこつ 関節軟骨 articular cartilage

かんせつにじゅうぞうえい（ほう） 関節二重造影（法） double contrast arthrography

かんせつのうしょう 関節膿症 arthroempyema

かんせつはんげつ（ばん） 関節半月（板） meniscus

かんせつはんげつ（ばん）しょう 関節半月（板）症 meniscopathy

かんせつはんげつ（ばん）せつじょ
（じゅつ）

関節半月（板）切除（術） meniscectomy

かんせつふゆうたい 関節浮遊体 joint loose body

かんせつほう 関節包 joint capsule, articular capsule
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かんせつぼう 関節傍 juxta-articular, paraarticular

かんせつほう・じんたいしょうがい 関節包・靱帯障害 capsule-ligament disorders

かんせつほうえん 関節包炎 capsulitis

かんせつほうかつまくせつじょ（じゅ
つ）

関節包滑膜切除（術） capsulosynovectomy

かんせつほうかんせつけいせい（じゅ
つ）

関節包関節形成（術） capsular arthroplasty

かんせつほうけいせい（じゅつ） 関節包形成（術） capsuloplasty

かんせつほうごう（じゅつ） 関節縫合（術） capsulorrhaphy

かんせつほうこてい（じゅつ） 関節包固定（術） capsulodesis

かんせつほうじんたい 関節包靱帯 capsular ligament

かんせつほうせっかい（じゅつ） 関節包切開（術） capsulotomy

かんせつほうせつじょ（じゅつ） 関節包切除（術） capsulectomy

かんせつめん 関節面 articular surface

かんせつめんさいけん 関節面再建 resurfacing

かんせつめんさいけんそうにゅうぶつ 関節面再建挿入物 resurfacing implant

かんせつめんそうは 関節面掻爬 arthroxesis

かんせつめんちかん（じゅつ） 関節面置換（術） resurfacing arthroplasty, surface replacement

かんせつりうまち 関節リウマチ rheumatoid arthritis (RA)

かんせつりだん（じゅつ） 関節離断（術） disarticulation

かんせつりゅうき 関節隆起 articular eminence

かんせんせいかんせつえん 乾せん性関節炎 psoriatic arthritis

かんせんせいかんせつえん 感染性関節炎 infectious arthritis

かんだいせいけいれん 間代性痙攣 clonic convulsion, clonic spasm

かんちゅう 潅注 irrigation

かんにゅうこっせつ 嵌入骨折 impacted fracture

がんまあみのらくさん（｛ＧＡＢ
Ａ｝）

ガンマアミノ酪酸（ＧＡＢＡ） gamma-aminobutyric acid (GABA)

がんまうんどうせんい ガンマ運動線維 γ motor fiber

がんまうんどうにゅうろん γ運動ニューロン γ motoneuron

がんめんおうじょうみゃく 顔面横静脈 transvers facial vein

がんめんきかくしゃしん 顔面規格写真
oriented facial photograph, conditioned facial
photograph

がんめんしんけいまひ 顔面神経麻痺 facial (nerve) palsy

がんめんひたいしょう 顔面非対称 facial asymmetry

がんめんへんけい（しょう） 顔面変形（症） prosopodysmorphia

かんようせいなんこつにくしゅ 間葉性軟骨肉腫 mesenchymal chondrosarcoma

かんりゅう 潅流 perfusion

かんれんつう 関連痛 referred pain

き

ぎ（せい）かいこうしょうがい 偽（性）開口障害 pseudotrismus

ぎ（せい）きょうちょく（しょう） 偽（性）強直（症） pseudoankylosis

ぎ（せい）つうふう 偽（性）痛風 pseudogout

ぎかんせつ 偽関節 pseudoarthrosis, false joint

きけい 奇形 anomaly, malformation, deformity

ぎせいかがくぜんとつ 偽性下顎前突 pseudomandibular protrusion

ぎせいなんこつけいせいふぜんしょう 偽性軟骨形成不全症 pseudoachondroplasia

ぎせいなんこつむけいせいしょう 偽性軟骨無形成症 pseudoachondroplasia

きっこうきん 拮抗筋 antagonist

きっこうさよう 拮抗作用 antagonistic action

きのう（せい）せいじょうこうごう 機能（性）正常咬合 functional normal occlusion

きのう（てききょうせい）りょく 機能（的矯正）力 functional orthodontic force

きのうてきこうごうけい 機能的咬合系 functional occlusion system

ぎのうほう 偽嚢胞 pseudo cyst

きぶんへんちょうがたとうつうしょう
がい

気分変調型疼痛障害 dysthymic pain disorder

ぎやくこうか 偽薬効果 placebo effect

ぎゃくせつすいみん 逆説睡眠 paradoxical sleep
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きゅういんせいけん 吸引生検 aspiration biopsy

きゅーおーえる QOL QOL

きゅうしん（せい）しんけい 求心（性）神経 afferent nerve, centripetal nerve

きゅうしんせいしんけいろ 求心性神経路 centripetal tracts

きゅうしんせいせんい 求心性線維 afferent fiber, centripetal fiber

きゅうしんろしゃだん 求心路遮断 deafferentiation

きゅうしんろしゃだんつう 求心路遮断痛 deafferentation pain disorders

きゅうせいかのうせいがくかんせつえ
ん

急性化膿性顎関節炎 acute suppurative arthritis of TMJ

きゅうせいこうごうせいがいしょう 急性咬合性外傷 acute occlusal trauma

きゅうせいそんしょう（しょうがい） 急性損傷（障害） acute injury

きゅうせいちししゅういえん 急性智歯周囲炎 acute pericoronitis of wisdom tooth

きょうがく（しょう） 狭顎（症） endognathia

きょうきん 頬筋 buccinator muscle

きょうこつ 頬骨 zygoma

きょうこつしんけい 頬骨神経 zygomatic nerve

きょうこつぜっこつきん 胸骨舌骨筋 sternohyoid muscle

きょうさにゅうとつきん 胸鎖乳突筋 sternocleidomastoid muscle

きょうしかしゅじゅつ 鏡視下手術 arthroscopic surgery

きょうしゅくせいけいれん 強縮性痙攣 tetanic convulsion

きょうせい（さいだい）かいこう 強制（最大）開口 (maximum) assisted mouth opening

きょうちょく 強直 ankylosis

きょうちょくせいけいれん 強直性痙攣 tonic spasm, tonic seizure

きょうどうきん 共働筋 synergist, synergistic muscle

きょうどうきん 共同筋 synergist, synergistic muscle

きょうりょくきん 協力筋 synergist, synergistic muscle

きょく 棘 spine, spur

きょくしょしゅうしゅく 局所収縮 local contraction

きょくは 棘波 spike

きょさいぼう（せい）どうみゃくえん 巨細胞（性）動脈炎 giant cell arteritis

きょだつ 虚脱 collapse

きょようげんかい 許容限界 acceptable limit

きん（しはい）しんけいせつじょ
（じゅつ）

筋（支配）神経切除（術） myoneurectomy

きん（せい）こうしゅく 筋（性）拘縮 muscular  contracture

きん（ぶぶん）せつじょ（じゅつ） 筋（部分）切除（術） myectomy

きん（りょく）きょうかくんれん 筋（力）強化訓練 muscle strengthening exercise

きん・きんまくえん 筋・筋膜炎 myofascitis

きん・きんまくしょうこうぐん 筋・筋膜症候群 myofascial syndrome

きん・きんまくつう 筋・筋膜痛 myofascial pain

きんい 近位 proximal

きんいきんちょうしょう 筋異緊張症 myodystonia

きんいしゅく（しょう） 筋萎縮（症） amyotrophy

きんいじょうたい 筋異常帯 anomalous muscle band

きんえし 筋壊死 myonecrosis

きんえん 筋炎 myositis

きんかく 筋覚 muscular sense

きんかんだいせいけいれん 筋間代性痙攣 myoclonus

きんきし 筋起始 muscle origin

きんきのうりょうほう 筋機能療法 myofunctional therapy

きんきょうかくんれん 筋強化訓練 muscle strengthening exercise

きんきょうちょくせいけいれん 筋強直性痙攣 myotonus

きんきょうちょくせいじすとろふぃー 筋強直性ジストロフィー myotonic dystrophy

きんきょけつ 筋虚血 muscle ischemia

きんきり（じゅつ） 筋切り（術） myotomy

きんきんちょう 筋緊張 muscle tone, tonus, muscle tonus

きんきんちょういじょう 筋緊張異常 dysmyotonia
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きんきんちょうげんたい 筋緊張減退 hypomyotonia

きんきんちょうこうしん 筋緊張亢進 hypermyotonia

きんきんちょうこうしん 筋緊張亢進 hypertonia

きんきんちょうしょう 筋緊張症 myotonia

きんきんちょうせいじすとろふぃー 筋緊張性ジストロフィー myotonic dystrophy

きんきんちょうていか（しょう） 筋緊張低下（症） hypomyotonia

きんきんまくとうつう（きのうしょう
がい）しょうこうぐん

筋筋膜疼痛（機能障害）症候群 myofascial pain (dysfunction) syndrome

きんくろ－ぬす 筋クロ－ヌス myoclonus

きんくんれん（ほう） 筋訓練（法） muscle training, muscle exercise

きんくんれんき 筋訓練器 muscle exerciser

きんけいしつ 筋形質 sarcoplasma

きんけいせいふぜん 筋形成不全 amyoplasia

きんけいれん 筋痙攣 muscle cramp, muscle spasm, myospasm, chaley horse

きんけんいこう（ぶ） 筋腱移行（部） musculotendinous junction

きんけんえん 筋腱炎 myotenositis

きんげんせい 筋原性 myogenicity

きんげんせんい 筋原線維 myofibril

きんこうしゅくしょう 筋拘縮症 muscle  contracture

きんこうしょう 筋硬症 muscle gelling

きんこうちょく 筋硬直
muscle rigidity, muscular stiffness, stiffness of
muscle

きんこっかくつう 筋骨格痛 muscloskeletal pain

きんざしょう 筋挫傷 strain, muscle strain

きんしかん 筋弛緩 muscular relaxation

きんしかんきっこうやく 筋弛緩拮抗薬 neuromuscular antagonist

きんしかんくんれん 筋弛緩訓練 muscle relaxation exercise

きんしかんやく（ざい） 筋弛緩薬（剤） muscle relaxant

きんじすとろふぃー 筋ジストロフィー muscular dystrophy, muscle dystrophy

きんしっかん 筋疾患 myopathia, myopathy

きんしゅうしゅく 筋収縮 muscle contraction

きんしょうがい 筋障害 myopathia, myopathy

きんしょうほうたい 筋小胞体 sarcoplasmic reticulum

きんしょくしん 筋触診 palpation of muscle

きんしんけいつう 筋神経痛 myoneuralgia

きんしんてんはんしゃ 筋伸展反射 muscle strech reflex

きんすいじゃく 筋衰弱 muscle weakness

きんすぱずむ 筋スパズム myospasm

きんせいかいこうしょうがい 筋性開口障害 muscular trismus

きんせいけん 筋生検 muscle biopsy

きんせいぼうぎょ 筋性防御 muscular defence, muscular stiffness

きんせつ 筋節 sarcomere

きんせんい 筋線維 muscle fiber

きんせんいしょう 筋線維鞘 sarcolemma

きんせんいしょうこうしゅく 筋線維症拘縮 myofibrotic contracture

きんそんしょう 筋損傷 muscle damage

きんだんれつ 筋断裂 myorrhexis

きんちょうがたずつう 緊張型頭痛 tension-type headache

きんちょうがたずつう 緊張型頭痛 tension-type headache

きんちょうきん 緊張筋 tonic muscle

きんちょうけいちょく 緊張痙直 tonic spasm

きんちょうせいあてとーぜ 緊張性アテトーゼ tension athetosis

きんちょうせいけいはんしゃ 緊張性頸反射 tonic neck reflex

きんちょうせいしんけいきんたんい 緊張性神経筋単位 tonic neuromuscular unit

きんちょうせいしんどうはんしゃ 緊張性振動反射 tonic vibration reflex

きんちょうたい 緊張帯 taut band

きんちょうていか 緊張低下 hypotonia



日本語読み 日本語表記 英語表記
一般社団法人日本顎関節学会用語集

きんちょうど 緊張度 tonus

きんつう 筋痛 muscle pain, myalgia, myodynia

きんていし 筋停止 insertion

きんでんけい 筋電計 electromyograph

きんでんず（｛ＥＭＧ｝） 筋電図（EMG） electromyogram（EMG）

きんでんず（ほう） 筋電図（法） electromyography

きんとうしゃくせいしゅうしゅく 筋等尺性収縮 muscle isometric contraction

きんとうちょうせいしゅうしゅく 筋等張性収縮 muscle isotonic contraction

きんどうりきがく 筋動力学 myodynamics

きんとっき 筋突起 coronoid process

きんとっきかけいせい 筋突起過形成 hyperplasia of coronoid process

きんとっきこっせつ 筋突起骨折 coronoid fracture

きんとっきせつじょじゅつ 筋突起切除術 coronoidectomy, coronoidotomy

きんとっきせつだんじゅつ 筋突起切断術 coronoidotomy

きんにくい 筋肉位 muscular position

きんにくけい 筋肉系 masculature

きんにくにくしゅ 筋肉肉腫 myosarcoma

きんひろう 筋疲労 muscle fatigue

きんふぃらめんと 筋フィラメント myofilament

きんへんせい 筋変性 myodegeneration

きんほうごう（じゅつ） 筋縫合（術） myorrhaphy

きんぼうすい 筋紡錘 muscle spindle

きんまく 筋膜 fascia

きんまくいしょく 筋膜移植 fascial graft

きんまくえん 筋膜炎 fasciitis

きんまくきり（じゅつ） 筋膜切り（術） fasciotomy

きんまくけいせい（じゅつ） 筋膜形成（術） fascioplasty

きんまくしょう 筋膜症 fasciopasy

きんまくせつじょ（じゅつ） 筋膜切除（術） fasciectomy

きんまくぞうえいぞう 筋膜造影像 fasciogram

きんまくほうごう（じゅつ） 筋膜縫合（術） fasciorrhaphy

きんまくほてん 筋膜補填 fascial patch

きんむきんちょう（しょう） 筋無緊張（症） amyotonia

きんむりょくしょう 筋無力症 myasthenia

きんゆうかい 筋融解 myolysis

きんりょく 筋力 muscle force

きんりょくけい 筋力計 dynamometer

きんりょくぞうきょうくんれん 筋力増強訓練 muscle strengthening exercise

きんりょくていか 筋力低下 muscle weakness

きんりょくふきんこう 筋力不均衡 muscle imbalance

きんれんしゅく 筋攣縮 muscle twitch

く

くいこみ くいこみ impaction

くいしばり くいしばり clenching

くう 腔 cavity, space

くうきかんせつぞうえい（ほう） 空気関節造影（法） pneumarthrography

くっきょくい 屈曲位 flexed position

ぐなちおん グナチオン gnathion

くのう 苦悩 suffering，distress

くらにおまんでぃぶらーいんでっくす
クラニオマンディブラーインデッ
クス

Craniomandibular index

ぐらんと・らんてぃんぐほう グラント・ランティング法 Grant-Lanting's method

ぐりこさみのぐりかん グリコサミノグリカン glycosaminoglycan

くりすてんせんげんしょう クリステンセン現象 Christensen phenomenon

くりっきんぐ クリッキング clicking

くりっく クリック click

くりっくおん クリック音 click(ing)



日本語読み 日本語表記 英語表記
一般社団法人日本顎関節学会用語集

クリックちょうこう クリック徴候 click sign

くるしみ 苦しみ suffering

くれぴたす クレピタス crepitus

くろーずどろっく クローズドロック closed lock

くろーぬす クローヌス clonus

くろなきしー クロナキシー chronaxy（chronaxie）

ぐんぱつ（は） 群発（波） burst

ぐんぱつずつう 群発頭痛 cluster headache

ぐんぱつせいとうつう 群発性頭痛 cluster headache

ぐんぱつはっしゃ 群発発射 grouped discharge

ぐんぱつほうでん 群発放電 grouped discharge

け

けい(しゅく)せいまひ 痙（縮）性麻痺 spastic paralysis

けいいんとうさつえいほう 経咽頭撮影法 transpharyngeal projection

けいしゅく 痙縮 spasiticity

けいじょうがくさつえいほう 経上顎撮影法 transmaxillary projection

けいじょうとっき 茎状突起 styloid process

けいじょうとっきかちょうしょう 茎状突起過長症 elongated styloid process

けいせいいじょう 形成異常 dysplasia

けいせいしゅじゅつほう 形成手術法 plastic procedure

けいせいふぜん（しょう） 形成不全（症） aplasia, hypoplasia

けいせいまひ 痙性麻痺 spastic palsy

けいたいいじょう 形態異常 malformation

けいたいけいそく 形態計測 morphometry

けいついそうぐ 頸椎装具 neck brace

けいとうがいさつえいほう 経頭蓋撮影法 transcranial projection

けいどうみゃくあっつう 頸頚動脈圧痛 tenderness of carotid artery

けいとつかがくじんたい 茎突下顎靭帯 stylomandibular ligament

けいとつぜっきん 茎突舌筋 styloglossus muscle

けいとつぜっこつきん 茎突舌骨筋 stylohyoid muscle

けいぶこてい（ほう） 頸部固定（法） cervical anchorage

けいれん 痙攣 convulsion

けっかくせいかんせつえん 結核性関節炎 tuberculous arthritis

けっかんうんどうはんしゃ 血管運動反射 vasomotor reflex

けっかんえん 血管炎 vasculitis

けっかんかくちょうはんしゃ 血管拡張反射 vasodilator reflex

けっかんげんせいこつけいせい 血管原性骨形成 angiogenic bone formation

けっかんしゅうしゅく 血管収縮 vasoconstriction

けっかんしゅうしゅくはんしゃ 血管収縮反射 vasoconstrictor reflex

けっかんしょうがい 血管障害 angiopathy

けっかんしんけいしょうがい 血管神経障害 angioneuropathy

けつごう（そ）しきしっかん 結合（組）織疾患 connective tissue disease

けつごうかこつ 結合仮骨 uniting callus

けつごうしきえん 結合織炎 fibrositis

けつごうそしき 結合組織 connective tissue

けつごうそしきこつ 結合組織骨 membrane bone, membranous bone

けつごうそしきないこつか 結合組織内骨化 intramembranous ossification

けつゆうびょう（せい）かんせつ 血友病（性）関節 hemophilic joint, bleeder's joint

けつゆうびょうせいかんせつえん 血友病性関節炎 hemophilic arthritis

けつゆうびょうせいかんせつしょう 血友病性関節症 hemophilic arthropathy, hemophilic arthritis

げねつちんつうやく 解熱鎮痛薬 antipyretic analgesics

げねつやく（ざい） 解熱薬（剤） antipyretic drug

けらたんりゅうさん ケラタン硫酸 keratan sulfate

けん（だん）れつ 腱（断）裂 tendon rupture

けんえん 腱炎 tendinitis, tenositis

けんえんちょう（じゅつ） 腱延長（術） tendon elongation, tendon lengthening
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けんかつまくえん 腱滑膜炎 tendosynovitis

けんきゅう（よう）もけい 研究（用）模型 study cast; study model

げんきょくせいこつかせいきんえん 限局性骨化性筋炎 myositis ossificans circumscripta

けんきり（じゅつ） 腱切り（術） tenotomy

けんきんけいせい（じゅつ） 腱筋形成（術） teno(nto)myoplasty

けんきんせつじょ（じゅつ） 腱筋切除（術） tenomyotomy

けんけいせい（じゅつ） 腱形成（術） tendon plasty, teno(to)plasty

けんこうぜっこつきん 肩甲舌骨筋 omohyoid muscle

けんこてい（じゅつ） 腱固定（術） tenodesis

けんしゅういえん 腱周囲炎 peritendinitis

けんしゆうどう 犬歯誘導 cuspid guidance

けんしゆうどうこうごう 犬歯誘導咬合 cuspid protected occlusion

けんしょう 腱鞘 tendon sheath

けんしょうえん 腱鞘炎 peritendinitis, tendovaginitis, tenosynovitis

けんすいそうち 懸垂装置 suspension

けんせいけんすいじゅつ 腱性懸垂術 tenosuspension

けんせつじょ（じゅつ） 腱切除（術） tenectomy

けんせつじょたんしゅく（じゅつ） 腱切除短縮（術） tenonectomy

けんつう 腱痛 tenalgia

げんぱつせいとうつう 原発性疼痛 primary pain

けんはんしゃ 腱反射 tendon reflex, tendon jerk

けんほうごう（じゅつ） 腱縫合（術） tenorrhaphy, tendon suture, tenosuture

けんぼうすい 腱紡錘 tendon organ of Golgi, tendon spindle

けんまく 腱膜 aponeurosis

けんまくきり（じゅつ） 腱膜切り（術） aponeurotomy

けんまくせつじょ（じゅつ） 腱膜切除（術） aponeuretomy

けんまくほうごう（じゅつ） 腱膜縫合（術） aponeurorrhaphy

こ

こう（ごう）こん 咬（合）痕 bite mark

こううつやく 抗うつ薬 antidepressant

こうえん（しょう）やく（ざい） 抗炎（症）薬（剤） antiphlogistic

こうえんしょうさよう 抗炎症作用 anti-inflammatory action

こうえんしょうやく 抗炎症薬 anti-inflammatory drug

こうえんばんひだ 後円板ヒダ posterior discal folds

こうかくだんそうさつえいほう 広角断層撮影法 wide-angle tomography

こうかこつ 硬化骨 sclerotic bone

こうかせいこつえん 硬化性骨炎 condensing ost(e)itis

こうかんしんけいかん 交感神経幹 gangliated cord

こうかんしんけいかんれんつう（｛Ｓ
ＭＰ｝）

交感神経関連痛（ＳＭＰ） sympathetically maintained pain (SMP)

こうかんしんけいきんちょう 交感神経緊張 sympathicotonia

こうかんしんけいきんちょうせいとう
つう（｛ＳＭＰ｝）

交感神経緊張性疼痛（ＳＭＰ） sympathetically maintained pain (SMP)

こうかんしんけいしょうがい 交感神経障害 sympathicopathy

こうかんしんけいひいぞんせいとうつ
う（｛ＳＩＰ｝）

交感神経非依存性疼痛（ＳＩＰ） sympathetically independent pain (SIP)

こうきょう 咬頬 cheek biting

こうきん 咬筋 masseter muscle

こうきんきんまく 咬筋筋膜 masseteric fascia

こうきんじょうみゃく 咬筋静脈 masseteric vein

こうきんしんけい 咬筋神経 masseteric nerve

こうきんどうみゃく 咬筋動脈 masseteric artery

こうきんひだいしょう 咬筋肥大症 hypertrophy of masseter muslce

こうくういんとうつう 口腔咽頭痛 oropharyngeal pain

こうくうがんめんつう 口腔顔面痛 orofacial pain

こうくうしゅうへき 口腔習癖 oral habit

こうくつ 後屈 retroflexion

こうけいきん 広頸筋 platysma（muscle）
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こうげん（しつ） 膠原（質） collagen

こうげんか 膠原化 collagenization

こうげんせんい 膠原線維 collagen fiber

こうげんびょう 膠原病 collagen  disease

こうこう 咬交 articulation

こうごう 咬合 occlusion, bite

こうごうあつ 咬合圧 biting pressure, occlusal pressure

こうごうあつふたんいき（ぎしの） 咬合圧負担域（義歯の） denture bearing area

こうごうい 咬合位 occlusal position

こうごういじょう 咬合異常 malocclusion

こうごういんしょう 咬合印象 bite impression

こうごうえんすい 咬合円錐 occlusal cone

こうごうおん 咬合音 occlusal sound

こうごうかんけい 咬合関係 occlusal relationship

こうごうかんしょう 咬合干渉 occlusal interference

こうごうき 咬合器 articlulator

こうごうきょくめん 咬合局面 occlusal facet

こうごうきょじょう 咬合挙上 bite raising

こうごうきょじょうばん（しょう） 咬合挙上板（床） bite raising plate

こうごうきんこう 咬合均衡 occlusal balance

こうごうきんこうか 咬合均衡化 occlusal equilibration

こうごうこうけい 咬合高径 vertical dimension

こうごうさいとく 咬合採得
registration of interocclusal relation ,
registration of maxillo-mandibular relation, bite
taking

こうごうし 咬合紙 occlusal registration paper, articulating paper

こうごうじつう 咬合時痛 pain at bite, bite pain

こうごうしゃめんばん 咬合斜面板 inclined bite plate

こうごうしょう 咬合床 bite plate, occlusal rim

こうごうしょうがい 咬合障害 occlusal disturbance, occlusal disorders

こうごうしょうふくし 咬合床副子 bite splint、occlusal splint

こうごうしょうめん 咬合小面 occlusal facet

こうごうせいがいしょう 咬合性外傷 occlusal trauma

こうごうせん 咬合線 line of occlusion

こうごうちょうせい 咬合調整 occlusal adjustment, occlusal equilibration

こうごうのちょうわ 咬合の調和 occlusal harmony

こうごうのふちょうわ 咬合の不調和 occlusal disharmony

こうごうびょう 咬合病 occlusal disease

こうごうへいこう 咬合平衡 occlusal balance

こうごうへいめん 咬合平面 occlusal plane

こうごうへいめんかく 咬合平面角 occlusal plane angle

こうごうめん 咬合面 occlusal surface

こうごうめんけいたい 咬合面形態 occlusal pattern

こうごうゆうどう 咬合誘導 occlusal guidance

こうごうりょく 咬合力 biting force, occlusal force

こうごうわんきょく 咬合弯曲 curve of occlusion

こうさこうごう 交叉咬合 cross bite

こうじゅうりょくきん 抗重力筋 antigravity muscle

こうしゅく 拘縮 contracture

こうじょうぜっこつきん 甲状舌骨筋 thyrohyoid muscle

こうせい 較正 calibration

こうせいこうごう 構成咬合 construction bite

こうせいしんびょうやく 抗精神病薬 antipsychotic drug

こうせいしんやく 向精神薬 psychotropic agent（drug）

こうぞうかめんせつ 構造化面接 structured interview

こうそしき 硬組織 hard tissue

こうたいい 後退位 reduced position
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こうたいうんどう 後退運動 retruded movement of mandible

こうちょく 硬直 stiffness

こうてんせいそいん 後天性素因 acquired disposition

こうてんせいへんけい 後天性変形 acquired malformation

こうとう 咬頭 cusp

こうとうかんごうい 咬頭嵌合位 intercuspal position, intercuspation

こうとうかんしょう 咬頭干渉 cuspal interference

こうとうけいしゃかく 咬頭傾斜角 cusp angle

こうとうしんけいつう 後頭神経痛 occipital neuralgia

こうとうぜんとうほうこうさつえいほ
う

後頭前頭方向撮影（法） posteroanterior projection

こうどうへんよう 行動変容 behavioral modification

こうはんせいろうそう 紅斑性狼瘡 lupus erythematosus

こうふあんやく 抗不安薬 anti-anxiety drug

こうふんでんどうけい 興奮伝導系 impulse conduction system

こうほうい 後方位 retruded position

こうほうかつまくかんくう（かんせつ
くうの）

後方滑膜間腔（関節腔の） upper posterior synovial pouch

こうほうくう（かんせつくうの） 後方腔（関節腔の） posterior compartment

こうほうげんかいうんどう（ろ） 後方限界運動（路） retrusive border movement (path)

こうほうこうごうい 後方咬合位 retruded contact position

こうほうこうごうい 後方咬合位 retruded contact position

こうほうしがせっしょくい 後方歯牙接触位 retruded contact position

こうほうひこうぶ（かんせつえんばん
の）

後方肥厚部（関節円板の） posterior band

こうもう 咬耗 attrition; occlusal wear

こうやく（せい）しんけいしょうがい 絞扼（性）神経障害 entrapment neuropathy

こうりゅうまちやく 抗リウマチ薬 antirheumatic drug

こうりんきん 口輪筋 orbicularis oris muscle

こおりぱっく 氷パック ice pack

こくさいせいかつきのうぶんるい 国際生活機能分類
International Classification of Functioning,
Disability and Health

ごしっくあーち ゴッシクアーチ gothic arch

ごしっくあーちびょうきそうち ゴッシクアーチ描記装置 gothic arch tracer

ごしっくあーちびょうきほう ゴシックアーチ描記法 gothic arch tracing method

こしつこつれっこう 鼓室骨裂孔 Huschke's foramen

こしつぶ（ばん） 鼓室部（板） tympanic part plate

こしつりんれつ 鼓室鱗裂 squamotympanic fissure

こしゅく 固縮 rigidity

こすてんしょうこうぐん コステン症候群 Costen syndrome

こつ（げん）せい 骨（原）性 osteogenic

こつ（げんせい）にくしゅ 骨（原性）肉腫 osteogenic sarcoma

こついえいようしょう 骨異栄養症 osteodystrophy

こついしゅく 骨萎縮 bone atrophy

こついしょく 骨移植 bone graft

こつえし 骨壊死 osteonecrosis

こつえん 骨炎 ost(e)itis

こつか 骨化 ossification

こつかい 骨塊 bone block

こつがいせいせっかいか 骨外性石灰化 extraosseous calcification

こっかくきんしかんやく 骨格筋弛緩薬 skeletal muscle relaxant

こっかくせいかがくぜんとつ（しょ
う）

骨格性下顎前突（症） mandibular protrusion

こっかくせいじょうがくぜんとつ
（しょう）

骨格性上顎前突（症） maxillary protrusion

こっかくせいはんたいこうごう 骨格性反対咬合 skeletal reversed occlusion

こっかくせいふせいこうごう 骨格性不正咬合 skeletal malocclusion

こつがさいぼう 骨芽細胞 osteoblast

こつがさいぼうしゅ 骨芽細胞腫 osteoblastoma
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こっかせいきんえん 骨化性筋炎 ossifying myositis

こつかせいせんいしゅ 骨化性線維腫 ossifying fibroma

こつかんせつえん 骨関節炎 osteoarthritis

こつかんせつしょう 骨関節症 osteoarthrosis, arthrosis deformans

こつきゅうしゅう 骨吸収 bone resorption

こつきょく 骨棘 osteophyte, spur

こつけいせい 骨形成 osteogenesis, bone formation

こつけいせい（じゅつ） 骨形成（術） osteoplasty

こつけいせいいじょう（しょう） 骨形成異常（症） osteodystrophy

こつけいせいせいせんいしゅ 骨形成線維腫 osteoplasticfibroma

こつけいせいふぜん（しょう） 骨形成不全（症）
dysostosis, fragilitas ossium, osteopsathyrosis,
brittle bone

こつけいせいふぜんしょう 骨形成不全症 osteogenesis imperfecta

こつげんしょう（しょう） 骨減少（症） ostepenia

こつこうか（しょう） 骨硬化（症） osteosclerosis, bony sclerosis

こつこつおん クレピタス crepitation

こつさいかん 骨細管 bone canaliculus

こつさいへん 骨細片 bone chips

こつさいぼう 骨細胞 osteocyte

こつじすとろふぃ 骨ジストロフィ osteodystrophy

こつしゅ 骨腫 osteoma

こつしょう 骨症 osteopathy

こつしょうがい 骨障害 osteopathy

こつしんちぐらふぃ 骨シンチグラフィ bone scintigraphy, bone scan(ning)

こつしんちぐらむ 骨シンチグラム bone scintigram

こつずい 骨髄 marrow, bone marrow

こつずいえん 骨髄炎 osteomyelitis

こつずいくう 骨髄腔 bone marrow cavity

こつずいない 骨髄内 intramedullary

こつせいきょうちょく 骨性強直 bone ankylosis

こつせいけん 骨生検 bone biopsy

こっせいはんこんちゆ 骨性瘢痕治癒 healing with osteoid scar

こつせいゆちゃく 骨性癒着 osseous ankylosis

こっせつ 骨折 (bone) fracture

こつせつごう（じゅつ） 骨接合（術） osteosynthesis

こつせつじょ（じゅつ） 骨切除（術） osteotomy, osteoectomy

こっせつせん 骨折線 fracture line

こっせつへん 骨折片 (bone) fragment

こつぞうしょくしょう 骨増殖症 hyperostosis, osteophytosis

こつぞうしょくたい 骨増殖体 osteophyte

こつそうばん 骨層板 bone lamella

こつそしょうしょう 骨粗しょう［鬆］症 osteoporosis

こったん 骨端 apophysis, epiphysis

こつたんい 骨単位 osteon

こったんこっせつ 骨端骨折 epiphyseal fracture

こったんこてい（じゅつ） 骨端固定（術） epiphyse(i)odesis

こったんしょう 骨端症
apophyseopahy, apophysitis, epiphysitis,
osteochondrosis

こったんせいちょう 骨端成長 eiphyseal growth

こったんなんこつ 骨端軟骨 epiphyseal cartilage

こつつう 骨痛 osteodynia

こつつう 骨痛 osteodynea

こっとうかこっせつ 骨頭下骨折 subcapital fracture

こつないせいこつぞうしょくしょう 骨内性骨増殖症 endosteal hyperostosis

こつないまく 骨内膜 endosteum

こつないまくせい 骨内膜性 endosteal

こつなんかしょう 骨軟化症 osteomalacia
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こつなんこついけいせい（しょう） 骨軟骨異形成（症）
osteochondrodysplasia, osteochondrodystrophy,
chondro-osteodystrophy

こつなんこついしょく 骨軟骨移植 osteochondral graft

こつなんこつえん 骨軟骨炎 osteochondritis

こつなんこつこっせつ 骨軟骨骨折 osteochondral fracture

こつなんこつしゅ 骨軟骨腫 osteochondroma

こつなんこつしゅしょう 骨軟骨腫症 osteochondromatosis

こつなんこつしょう 骨軟骨症 osteochondrosis

こつなんこつせいがいこつしょう 骨軟骨性外骨症 osteocartilaginous exostosis

こつにくしゅ 骨肉腫 osteosarcoma

こつねんれい 骨年齢 bone age, skeletal age

こつのうほう 骨嚢胞 bone cyst

こつはついくふぜん（しょう） 骨発育不全（症） hypostosis

こつはっせい 骨発生 histogenesis of bone, osteogenesis

こつひしつ 骨皮質 cortical bone

こつひしつひこうぞう 骨皮質肥厚像 eburnation

こつびらん 骨びらん erosion

こっぺん 骨片 (bone) fragment

こつへんか 骨変化 bony change

こつへんけい 骨変形 bony deformity

こっぺんじょきょ 骨片除去 ebonation

こつぼうりゅう 骨膨隆 bone expansion

こつまく 骨膜 periosteum

こつまくえん 骨膜炎 periostitis

こつまくか 骨膜下 subperiosteal

こつまくかこつきゅうしゅう 骨膜下骨吸収 subperiosteal resorption

こつまくしょう 骨膜症 periostosis

こつまくすりーぶ 骨膜スリーブ periosteal sleeve

こつまくせい 骨膜性 periosteal

こつまくせっかい 骨膜切開 periost(e)otomy

こつまくはんのう 骨膜反応 periosteal reaction

こつみつど 骨密度（Ｘ線写真上の） bone density

こつゆごう 骨癒合 bone union

こつゆごうしょう 骨癒合症 synostosis

こつゆごうふぜん 骨癒合不全 nonunion

こつようかい 骨溶解 osteolysis

こつらちりすむ 骨ラチリスム osteolathyrism

こつりょう 骨梁 bone trabecula

こつりょうはいれつ 骨梁配列 trabecular pattern

こてい 固定 immobilization, fixation

こゆうじゅようき 固有受容器 proprioceptor

こゆうはんしゃ 固有反射 proprioceptive reflex

こらーげん コラーゲン collagen

こらーげんせんい コラーゲン線維 collagen fiber

こらげなーぜ コラゲナーゼ collagenase

こらげなーぜいんひびたー コラゲナーゼインヒビター collagenase inhibitor

こりつせいこつのうほう 孤立性骨嚢胞 solitary bone cyst

こりん（さよう）せいやくぶつ コリン（作用）性薬物 cholinergic agent

こりんえすてらーぜ コリンエステラーゼ cholinesterase

こりんえすてらーぜそがいやく コリンエステラーゼ阻害薬 cholinesterase inhibitor

こりんさどうせいしゃだんやく コリン作動性遮断薬 cholinergic blocking drug

こりんさどうせいしんけい コリン作動性神経 cholinergic nerve

こりんせいでんたつ コリン性伝達 cholinergic transmission

こるちこすてろいど コルチコステロイド corticosteroid

こるちこすてろん コルチコステロン corticosterone

こるちぞーる コルチゾール cortisol

こるちぞん コルチゾン cortisone
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ころいど コロイド colloid

こわばり こわばり stiffness

こんごうけつごうしきしっかん 混合結合織疾患 mixed connective tissue disease

こんごうしれつ 混合歯列 mixed dentition

こんごうしれつき 混合歯列期 mixed dentition period

こんせき 痕跡 remnant

こんだいらーがたこうごうき コンダイラ－型咬合器 condylar type articulator

こんだいらーろっど コンダイラーロッド condylar rod

こんちしゅじゅつ 根治手術 radical operation

こんどろいちなーぜ コンドロイチナ−ゼ chondroitinase

こんどろいちんりゅうさん コンドロイチン硫酸 chondroitin sulfate

こんぴゅーたーだんそうさつえいほう
（｛ＣＴ｝）

コンピュータ断層撮影法(CT)
computed tomography (CT), computerized tomography
(CT)

こんぴゅーてっどらじおぐらふぃ
（｛ＣＲ｝）

コンピューテッドラジオグラフィ
（ＣＲ）

computed radiography (CR)

さ

さーもぐらふぃー サーモグラフィー thermography

さいいしょく〔じゅつ〕 再移植術 reimplantation、

さいきゅう 鰓弓 branchial arch

さいけん（じゅつ） 再建（術） reconstruction

さいけんげか（しゅじゅつ） 再建外科（手術） reconstructive operation

さいこっせつ 再骨折 refracture

さいせい 再生 regeneration

さいせつ（じょきょ）しゅじゅつ 細切（除去）手術 morcellation

さいせつだん 再切断 reamputation

さいせっちゃく（じゅつ） 再接着（術） replanation

さいせんいか 細線維化 fibrillation

さいだいかいこうい 最大開口位 position of maximum mouth opening

さいだいかいこういき 最大開口域 maximum opening distance

さいだいかいこうきょり 最大開口距離 maximum opening distance

さいちかん（じゅつ） 再置換（術） reimplantation

さいはつ 再発 recurrence, relapse

さいふちゃく 再付着 reattachment

さいへん（か） 細片（化） fragmentation

さいへんこっせつ 細片骨折 chip fracture

さいぼうぞうしょくいんし 細胞増殖因子 cell proliferation factor

さいもうにくしゅ 細網肉腫 reticulosarcoma, reticulum cell sarcoma

さぎょう（よう）もけい 作業（用）模型 working model

さぎょうこうごうしょう（きょく）め
ん

作業咬合小（局）面 working facet

さぎょうそく 作業側 working side

さぎょうそくそくほうかろ 作業側側方顆路 lateral condyle path in the working side

さくかんかく 錯感覚 paresthesia

さくごう 削合 grinding

ざしょう 挫傷 contusion, bruise

さっ（か）しょう 擦（過）傷 abrasion

さっかそう 擦過創 excoriation

ざめつそしきへん 挫滅組織片 debris

さんか 参加 participation

さんかんけいこううつざい 三環系抗うつ薬 tricyclic antidepressant

さんきゅうごむ（りんぐ） III級ゴム（リング） class III elastic

さんこうちょうへいめん 三咬頭頂平面 tricuspal plane

さんさしんけい 三叉神経 trigeminal nerve

さんさしんけいうんどうかく 三叉神経運動核
 motor nucleus of trigeminal nerve、 trigeminal
motor nucleus、trigeminal nerve motor nucleus

さんさしんけいしゅちかくかく 三叉神経主知覚核 main sensory nucleus of the trigeminal nerve

さんさしんけいせきずいろ 三叉神経脊髄路
spinal tract of trigeminal nerve, spinal tract of
trigeminal nerve,  spinal trigeminal tract,
trigeminal spinal tract
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さんさしんけいせきずいろかく 三叉神経脊髄路核

nucleus of spinal tract of trigeminal nerve,
nucleus of spinal tract of trigeminal nerve,
spinal trigeminal nucleus, trigeminal spinal
nucleus

さんさしんけいせつ 三叉神経節 trigeminal ganglion

さんさしんけいぜんくつう 三叉神経前駆痛 pretrigeminal neuralgia

さんさしんけいちかくかく 三叉神経知覚核 sensory nuclei of the trigeminal nerve

さんさしんけいちゅうのうろ 三叉神経中脳路

mesencephalic root of trigeminal nerve,
mesencephalic root of trigeminal nerve,
mesencephalic trigeminal tract，trigeminal
mesencephalic tract

さんさしんけいちゅうのうろかく 三叉神経中脳路核

nucleus of mesencephalic root of trigeminal
nerve、nucleus of mesencephalic root of trigeminal
nerve、mesencephalic trigeminal nucleus，
trigeminal mesencephalic nucleus

さんさしんけいつう 三叉神経痛 trigeminal neuralgia, tic douloureux

さんさしんけいのえだ 三叉神経の枝 trigeminal branch

さんじげんさいこうせい（しょり） 三次元再構成（処理） three-dimensional reconstruction

さんぱつつう 散発痛 episodic pain

し

し（さつ）おん 歯（擦）音 sibilant

じあぜぱむ ジアゼパム diazepam

しーね シーネ splint

しーはんのうせいたんぱく（しつ）
（｛ＣＲＰ｝）

Ｃ反応性タンパク（質）（CRP） C-reactive protein (CRP)

しぇーびんぐ シェービング shaving, skiving

じかい 耳介 auricle

じかいしょく（じゅつ） 自家移植（術） autotransplantation

じかいしょく（へん） 自家移植（片） autograft

じかいそくとうしんけい 耳介側頭神経 auriculotemporal nerve

じかいそくとうしんけいしょうこうぐ
ん

耳介側頭神経症候群 auriculotemporal nerve syndrome

じかいそくとうしんけいとのこうつう
し

耳介側頭神経との交通枝 communicating branch of the auriculotemporal nerve

しかくあなろぐすけーる（｛ＶＡ
Ｓ｝）

視覚アナログスケール（ＶＡＳ） visual analog(ue) scale (VAS)

しかくとうつうすこあ（｛ＶＰＳ｝） 視覚疼痛スコア（ＶＰＳ） visual pain score (VPS)

じかこついしょく 自己骨移植 autogenous bone graft

じかせんげき 耳下腺隙 parotid gland space

じかせんしんけいそう 耳下腺神経叢 parotid plexus

じかんいんとうこう 耳管咽頭口 pharyngeal orifice of auditory tube

しかんしゅういえん 歯冠周囲炎 pericoronitis

じききょうめいえいぞう（ほう）
（｛ＭＲＩ｝）

磁気共鳴映像〔画像〕 （法）
（ＭＲＩ）

magnetic resonance imaging (MRI)

しきそせいじゅうもうけっせつせいか
つまくえん

色素性絨毛結節性滑膜炎 pigmented villonodular synovitis

じくいだん（めん）ぞう 軸位断（面）像 axial (section) image

じくいとうぶえっくすせんきかくさつ
えいほう

軸位頭部X線規格撮影法 axial cephalometric projection

じくいほせいそくめんえっくすせんだ
んそうさつえいほう

軸位補正側面X線断層撮影法 axially corrected lateral tomography

じくさくはんしゃ 軸索反射 axon reflex

じくほうこうさつえい 軸方向撮影 axial projection

じくほうこうぞう 軸方向像 axial view

じくほうこうとうえい（ほう） 軸方向投影（法） axial projection

じくめん 軸面 axial surface

しぐん 歯群 dentition

じこめんえきしっかん 自己免疫疾患 autoimmune disease

じじゅ 耳珠 tragus

じじゅてん 耳珠点 tragion

しじょうかろ 矢状顆路 sagital condylar path

しじょうかろけいしゃど 矢状顆路傾斜度 inclination of sagittal condylar path
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しじょうせっしろ 矢状切歯路 sagital incisal path

しじょうせっしろけいしゃど 矢状切歯路傾斜度 inclination of sagittal incisal path

しじょうだん（めん）ぞう 矢状断（面）像 sagittal section, sagittal image

じしんけいせつからのこうつうし 耳神経節からの交通枝 communications with otic ganglion

しぜんけいか 自然経過 natural course

しつう 歯痛 odontalgia、dental pain, toothache

じつう 耳痛 ear pain, otalgia

しつもんひょう 質問票 questionnaire

じてん 耳点→耳（珠）点 tragion

しなぷすこうでんい シナプス後電位 post-synaptic potential

じはつつう 自発痛 spontaneous pain

しびれかん しびれ感 numbness

しへき 嗜癖 habit

じめい 耳鳴 tinnitus

しゃいえっくすせんさつえい（ほう） 斜位Ｘ線撮影（法） oblique projection

しゃいとうぶえっくすせんきかくしゃ
しん

斜位頭部Ｘ線規格写真 oblique cephalometric radiograph

じゃくとらんきらいざー マイナートランキライザー minor tranquilizer

しゃくねつつう 灼熱痛 causalgia

じゃくねんせいかんせつりうまち
（｛ＪＲＡ｝）

若年性関節リウマチ（ＪＲＡ） juvenile rheumatoid arthritis (JRA)

じゃくねんせいこつかんせつしょう 若年性骨関節症 juvenile osteoarthrosis

しゃそうりゅうき 斜走隆起 oblique protuberance

しゅうかんうんどう 習慣運動（下顎の） habitual movement of mandible

しゅうかんせいかいへいうんどう
（ろ）

習慣性開閉運動（路） habitual opening and closing movement (path)

しゅうかんせいこうごうい 習慣性咬合位 habitual occlusal position

しゅうかんせいこうこきゅう 習慣性口呼吸 habitual mouth breathing

しゅうかんせいだっきゅう 習慣性脱臼 habitual luxation, habitual dislocation

しゅうしゅく 収縮 contraction

じゆうしんけいしゅうまつ 自由神経終末 free nerve ending

しゅうそく 収束 convergence

じゅうどのとうつう 重度の疼痛 severe pain

しゅうばん 終板 end-plate

しゅうへき 習癖 habit

しゅうまつちょうばんい 終末蝶番位 terminal hinge position

しゅうまつちょうばんうんどう 終末蝶番運動 terminal hinge movement

しゅうまつちょうばんじく 終末蝶番軸 terminal hinge axis

しゅうまつちょうばんじくてん 終末蝶番軸点 terminal hinge axis point

しゅーらーさつえい（ほう） シューラー撮影 （法） Schuller's projection

しゅけっつそいんせいかんせつしゅっ
けつ

出血素因性関節出血 bleeder's joint

じゅつご（とう）つう 術後（疼）痛 postoperative pain

じゅつごしんけいつう 術後神経痛 postoperative neulargia

じゅどう（しゅ）じゅつ 授動（手）術 mobilization operation

しゅようおよびしゅようるいじしっか
ん

腫瘍および腫瘍類似疾患 neoplasm and allied diseases

しょう（じょう）がく（しょう） 小（上）顎（症） micrognathia

しょうかがく（しょう） 小下顎（症） microgenia, mandibular micrognathia

じょうかがくぜんとつ（しょう） 上下顎前突（症） bimaxillary protrusion

じょうがく 上顎 upper jaw

じょうがくこつ 上顎骨 maxilla

じょうがくぜんとつ 上顎前突 maxillary protrusion

じょうかんせつくう 上関節腔 superior articular cavity, upper joint cavity

じょうかんせつくうぞうえいほう 上関節腔造影法 upper joint compartment arthrography

じょうかんせつめん 上関節面 superior articular surface

しょうきょうこつきん 小頬骨筋 zygomaticus minor muscle

しょうきょうせいそうち 床矯正装置 orthodontic plate
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しょうきん 笑筋 risorius muscle

しょうけい 症型 diagnostic categories

しょうけいぶんるい 症型分類 classification of diagnostic categories

じょうげがくかんせつくうぞうえいほ
う

上下顎関節腔造影法 dual-space arthrography

しょうしなんこつ 硝子軟骨 hyaline cartilage

しょうしゃ 照射 irradiation、exposure

しょうしゃく 焼灼 cauterizaion

じょうちょしょうがい 情緒障害 sentimental disorders

じょうとう 上頭 superior head

じょうどう 情動 emotion

しょうとう（がい）しょう 小頭（蓋）症 microcephalia

じょうどうしょうがい 情動障害 emotional disorders

しょうとつ 衝突 impingement

しょうにせいひしつ（せい）こつぞう
しょくしょう

小児性皮質（性）骨増殖症 infantile cortical hyperostosis

しょうめんとうぶえっくすせんきかく
さつえいほう

正面頭部X線規格撮影法 posteroanterior cephalometric radiography

しょくしゅうかん 食習慣 dietary habit; food habit

しょくしん（ほう） 触診 （法） palpation

しょくしんでのあっつう 触診での圧痛 tenderness on palpation

しょくだしん 触打診 palpatopercussion

しょくてん 触点 touch spot

しょっかく 触覚 sense of touch

しょっかくいじょう 触覚異常 dysasthesia

じりき（さいだい）かいこう 自力(最大）開口 (maximum) unassisted mouth opening

じりつくんれん 自律訓練 autogenic training

じりつしんけいけい 自律神経系 autonomic nervous system

じりつしんけいしっちょう（しょう） 自律神経失調（症）
autonomic imbalance, autonomic dystonia、
vegetative dystonia

じりつしんけいせいうんどうしっちょ
うしょう

自律神経性運動失調症 autonomic ataxia

しれい 歯齢 dental age

しれつせっしょくへき 歯列接触癖 tooth contacting habit (TCH)

しんいん（せい）の 心因(性)の psychogenetic, psychogenic

しんいんせいしっかん 心因性疾患 psychogenic disease

しんいんせいとうつう 心因性疼痛 psychogenic pain

しんがいしげき 侵害刺激 noxious stimulus

しんがいじゅよう 侵害受容 nociception

しんがいじゅようき 侵害受容器 nociceptor

しんがいじゅようきゅうしんせんい 侵害受容求心線維 nociceptor afferent fiber

しんがいじゅようせいとうつう 侵害受容性疼痛 nociceptive pain

しんきん 伸筋 extensor

しんきん　(こちらは真菌) 真菌 fungus

しんぐるふぉとえみっしょんしぃー
てぃー（｛ＳＰＥＣＴ｝）

シングルフォトエミッションCT
（SPECT)

single photon emission computed tomography (SPECT)

しんけい（しょうがい）せい（の） 神経（障害）性の neurogenous, neurogenic

しんけい（しょうがい）せいえんしょ
う

神経（障害）性炎症 neurogenic inflammation

しんけい（しょうがい）せいとうつう 神経（障害）性疼痛 neurogenic pain, neurogenous pain

しんけいあっぱく 神経圧迫 compression of nerve, nerve compression

しんけいあんていやく 神経安定薬 antipsychotic drug, neuroleptic

しんけいえん 神経炎 neuritis

しんけいかそせい 神経可塑性 neural plasticity

しんけいかん 神経幹 nerve trunk

しんけいきんせつごうぶ 神経筋接合部 neuromuscular junction

しんけいきんたんい 神経筋単位 neuromuscular unit

しんけいけっかんそく 神経血管束 neurovascular bundle

しんけいこうやく 神経絞扼 nerve entrapment
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しんけいこん 神経根 nerve root

しんけいし 神経枝 nerve branch

しんけいしっかん 神経疾患 neuropathy

しんけいしはい 神経支配 innervation

しんけいしゅうまつ 神経終末 nerve ending

しんけいしょう 神経症 neurosis

しんけいしょうがい 神経障害 neuropathy

しんけいしょうがいせいとうつう 神経障害性疼痛 neuropathic pain

しんけいせいかいこうしょうがい 神経性開口障害 neurogenic trismus

しんけいせいちょういんし（｛ＮＧ
Ｆ｝）

神経成長因子（ＮＧＦ） nerve growth factor (NGF)

しんけいせつ 神経節 ganglion

しんけいせんい 神経線維 nerve fiber

しんけいそんしょう 神経損傷 nerve injury、nerve damage

しんけいつう 神経痛 neuralgia

しんけいはっしゃ 神経発射 nerve discharge

しんけいぶろっく 神経ブロック nerve block

しんけいぺぷちど 神経ペプチド neuropeptide

じんこうかんせつ 人工関節 prosthesis, artificial joint

じんこうかんせつちかん（じゅつ） 人工関節置換（術） implant arthroplasty, alloarthroplasty

しんしゅつえき 浸出液 effusion

しんじゅん 浸潤 infiltration

しんしんいがく 心身医学 psychosomatic medicine

しんしんしょう 心身症 psychosomatic disease

しんしんそうかん 心身相関 somato-autonomic integration

しんそくとうじょうみゃく 深側頭静脈 deep temporal vein

しんそくとうしんけい 深側頭神経 deep temporal nerve

しんそくとうどうみゃく 深側頭動脈 deep temporal artery

じんたい 靱帯 band, cord, ligament

しんたいかしょうがい 身体化障害 somatization disorder

しんたいしょうがい 身体障害 physical disability

じんたいほうごう（じゅつ） 靱帯縫合（術） desmorrhaphy

しんちぐらふぃ シンチグラフィ scintigraphy

しんちょうはんしゃ 伸長反射 stretch reflex

しんてん 伸展 extension

しんてんせい 伸展性 distensibility, extensibility

しんぶたいせいつう 深部体性痛 deep somatic pain

しんりがくてきひょうか 心理学的評価 psychologic assessment

しんりしゃかいてき 心理社会的 psychosocial

しんりしゃかいてきとうつうけんさ 心理社会的疼痛検査 psychosocial pain inventory

しんりそくてい 心理測定 psychometry

しんりてすと 心理テスト psychological test

しんりりょうほう 心理療法 psychotherapy

す

すい（よう）せいぞうえいざい 水（溶）性造影剤 water-soluble contrast medium

ずいい（せい）だっきゅう 随意（性）脱臼 voluntary dislocation

ずいいうんどう 随意運動
voluntary movement, volitional movement,
autokinesia,

ずいいきん 随意筋 volitional muscle; voluntary muscle

ずいいしゅうしゅく 随意収縮 voluntary contraction

ずいしつか 髄質化 medullarization

すいたいこしつれつ 錐体鼓室裂 petrotympanic fissure

すいたいりんれつ 錐体鱗裂 petrosquamosal fissure

すいちょくぜっきん 垂直舌筋 vertical muscle of tongue

すいちょくひがい 垂直被蓋 vertical overlap

すいへい（きじゅん）めん 水平（基準）面 horizontal （reference） plane

すいへいめんとうえいぞう 水平面投影像 horizontal projection
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すいみんじむこきゅうしょうこうぐん 睡眠時無呼吸症候群 sleep apnea syndrome (SAS)

すいみんしょうがい 睡眠障害 sleep disorders

すうちかすけーる（｛ＮＲＳ｝） 数値化スケール（ＮＲＳ） numeric rating scale (NRS)

すかもんのはついくきょくせん スカモンの発育曲線 Scammon growth curves

すてろいど（ざい） ステロイド（剤） steroid

すとれっちんぐ ストレッチング stretching

すぱずむ スパズム myospasm, spasm

すぴーのわんきょく スピーの弯曲 Spee curve

すぷりんと スプリント splint

すべりうんどう 滑り運動 glinding movement

せ

せいしなんこつさいぼうそう 静止軟骨細胞層 zone of resting chondrocyte

せいじょうこうごう 正常咬合 normal occlusion

せいしんあんていざい（やく） 精神安定剤（薬） tranquilizer, atractic, neuroleptic

せいしんしんけいがくてきしっかん 精神神経学的疾患 psychoneurological disease

せいしんしんけいしょう 精神神経症 psychoneurosis

せいしんしんたいいがく 精神身体医学 psychosomatic medicine

せいしんしんたいしかがく 精神身体歯科学 psychosomatic dentistry

せいしんてきとうつう 精神的疼痛 psychogenic pain

せいしんびょう 精神病 psychosis

せいしんりつ 正診率 diagnostic accuracy

せいそう（じゅつ） 清掃（術）デブリードメント debridement

せいたいこうがく 生体工学 bioengineering

せいたいざいりょう 生体材料 biomaterial

せいたいりきがく 生体力学 biomechanics

せいちゅうしじょうめん 正中矢状面 median sagittal plane

せいちょういんし 成長因子 growth factor

せいちょうきょくせん 成長曲線 growth curve

せいちょうそくどきょくせん 成長速度曲線 growth velocity curve

せいちょうちえん 成長遅延 delayed growth

せいちょうよそく 成長予測 growth prediction

せいねんき 青年期 adolescence

せいふく（じゅつ） 整復（術） diaplasis, reduction

せいふく（ほう） 整復（法） reposition

せいりてきかがくあんせいい 生理的下顎安静位 physiologic mandibular rest position

せいりてきこうごう 生理的咬合 physiological occlusion

せいりてきふか 生理的負荷 functional load

せきがいせんりょうほう 赤外線療法 infrared therapy

ぜついんしんけいつう 舌咽神経痛 glossopharygeal neuralgia

せつえんこうごう 切縁咬合 edge-to-edge bite

せっかいか 石灰化 calcification; mineralization

せっかいかきゅう 石灰化球 calcospherite

せっかいかちんちゃく 石灰化沈着 calcium deposit

せっかいかなんこつさいぼうそう 石灰化軟骨細胞層 zone of calcifying chondrocyte

せっかいかなんこつしゅ 石灰化軟骨腫 chondroma calcificans

せっかいかふぜん 石灰化不全 hypocalcification

せっかいかぶつ 石灰化物 calcified body

せっかいちんちゃく 石灰沈着 calcareous deposition

ぜっこつ 舌骨 hyoid bone

ぜっこつかきん 舌骨下筋 infrahyoid muscles

ぜっこつぜっきん 舌骨舌筋 hypoglossus (muscle)

せっししゃめんばん 切歯斜面板 inclined plane

せっしてん 切歯点 incisal point

せっしゆうどう 切歯誘導 incisal guidance

せつじょ（じゅつ） 切除（術） amputation

せっしょく 摂食 eating
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せっしょくきのう 摂食機能 eating function

せっしょくくんれん 摂食訓練 eating training

せっしょくしょうがい 摂食障害 eating disorder

せっしろ 切歯路 incisal path

ぜったいせいちょう 絶対成長 absolute growth

せったんこうごう 切端咬合 edge-to-edge bite

ぜっつう 舌痛 painful tongue, glossalgia, glossodinia

ぜつとっしゅつへき 舌突出癖 tongue thrusting habit

ぜん(ぽう)ひこうぶ（かんせつえんば
んの）

前（方）肥厚部（関節円板の） anterior band

せんい 線維 fiber

せんいか 線維化 fibrosis

せんいじはつでんい 線維自発電位 fibrillation voltage（potential）

せんいしゅしょう 線維腫症 fibromatosis

せんいせいきょうちょく 線維性強直 fibrous ankylosis

せんいせいこつ（そしき） 線維性骨（組織） woven bone

せんいそく 線維束 fibrous bundle

せんいそせいえん 線維素性炎 fibrinous inflammation

せんいなんこつ 線維軟骨 fibrous cartilage

せんいなんこつえんばん 線維軟骨円板 disc of fibrocartilage

ぜんうんどう（がくの） 全運動（顎の） full movement of mandible

ぜんえんばんひだ 前円板ヒダ anterior discal folds

ぜんかつまくぶ 前滑膜部 anterior synovial portion

せんけいせつ 神経節 ganglion

ぜんごほうこうさつえい 前後方向撮影 sagittal projection, antero-posterior projection

せんざいせい 潜在性 latent

ぜんさんさしんけいつう 前三叉神経痛 pretrigeminal neuralgia

せんし 穿刺 paracentesis, puncture, tap

せんしえき 穿刺液 punctate

せんじょう 洗浄 irrigation, lavage

ぜんじょうこうし 前上行枝 anterior ascending ramus

せんしょくたいいじょう（しょう） 染色体異常（症） chromosomal  aberrations, chromosomal anomaly

ぜんしょち 前処置 preliminary treatment

ぜんしんしっかんにかんれんしたがく
かんせついじょう

全身疾患に関連した顎関節異常
TMJ problems（disorders associated with some
general（systemic）diseases

ぜんじんたい 前靱帯 anterior ligament

せんそくとうじょうみゃく 浅側頭静脈 superficial temporal vein

せんそくとうどうみゃく 浅側頭動脈 superficial temporal artery

せんたくてきそくめんXせんだんそうさ
つえいほう

選択的側面X線断層撮影法 selective lateral tomography

せんたくてきだんそうさつえいほう 選択的断層撮影法 selective tomograsphy

ぜんちょうせつせいこうごうき 全調節性咬合器 fully adjustable articulator

せんてん（せい）がくへんけい 先天（性）顎変形 congenital jaw deformity

せんてん（せい）けっそん 先天（性）欠損 congenital defect

せんてん（せい）しっかん 先天（性）疾患 congenital disease

せんてんいじょう 先天異常 congenital abnormality, congenital anomaly

せんてんきけい 先天奇形 congenital anomaly

せんてんせいがいはいよういけいせい
しょう

先天性外胚葉異形成症 congenital ectodermal dysplasia

せんてんせいがくゆごうしょう 先天性顎癒合症 congenital syngnathia

せんてんせいごうちょくしょう 先天性強直症 congenital ankylosis

せんてんせいしょうがくしょう 先天性小顎症 congenital micrognathia

せんてんせいそいん 先天性素因 congenital predisposition

せんてんせいたはつせいかんせつこう
しゅく（しょう）

先天性多発性関節拘縮（症） arthrogryposis multiplex congenita

せんてんせいにじゅうかがくとう 先天性二重下顎頭 congenital bifid condyle

ぜんとうめんだんそうさつえいほう 前頭面断層撮影法 frontal tomography

ぜんとうめんとうえいぞう 前頭面投影像 frontal projection
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せんとりっくばいと セントリック　バイト centric bite

せんぶ 浅部 superficial part

ぜんぽうい 前方位 protruded position

ぜんぽううんどう 前方運動 protrusive movement

ぜんぽうかっそううんどう 前方滑走運動 protrusive sliding movement

ぜんぽうかつまくかんくう（かんせつ
くうの）

前方滑膜間腔（関節腔の） upper anterior synovial pouch

ぜんぽうかろけいしゃど 前方顆路傾斜度 inclination of protrusive condylar path

ぜんぽうきじゅんてん 前方基準点 protrusive reference point

ぜんぽうくう（かんせつくうの） 前方腔（関節腔の） anterior compartment

ぜんぽうげんかいうんどう 前方限界運動 protrusive border movement

ぜんぽうげんかいうんどうろ 前方限界運動路 protrusive border movement path

ぜんぽうこうごうい 前方咬合位 protrusive occlusion

ぜんぽうせっしろ 前方切歯路 protrusive incisal path

そ

そいん 素因 disposition, predisposition, predisposing factor

そううつびょう 躁うつ病 manic-depressive psychosis

ぞうえいざい 造影剤 contrast medium （materia, agent)

ぞうえいさつえいほう 造影撮影法 contrast radiography

そうかこうか 相加効果 additive effect

そうかさよう 相加作用 additive action，addition

そうかつてきしんだんめい 総括的診断名 comprehensive diagnosis

そうきせっしょく 早期接触 premature contact

そうきそうしつ 早期喪失 early loss, premature loss

そうきだつらく 早期脱落 premature exfoliation

そうきほうしゅつ 早期萌出 premature eruption

ぞうきょうさよう 増強作用 enhancement

ぞうげようか ぞうげ様化 eburnation

そうじょうさよう 相乗作用 potentiation

そうしょうつう 創傷痛 wound pain

ぞうしょく 増殖 hyperplasia

ぞうしょくなんこつさいぼうそう 増殖軟骨細胞層 zone of proliferating chondrocyte

そうたいせいちょう 相対成長 allometry

そうにゅう（じゅつ） 挿入（術） implantation

そうにゅうぶつ 挿入物 implant

そうはんせいくりっく 相反性クリック reciprocal click

そうはんせいしんけいしはい 相反性神経支配 reciprocal innervation

そうぼうきん 僧帽筋 trapezius (muscle)

そくしゃいけいいんとうさつえい（ほ
う）

側斜位経咽頭撮影（法） lateral oblique transpharyngeal projection

そくしゃいけいとうがいさつえい（ほ
う）

側斜位経頭蓋撮影（法）、SchÜ
ller法

lateral oblique transcranial projection

そくとうか 側頭窩 temporal fossa

そくとうかか 側頭下窩 infratemporal fossa

そくとうかめん 側頭下面 infratemporal surface

そくとうかりょう 側頭下稜 inflatemporal crest

そくとうきん 側頭筋 temporal muscle

そくとうきんまく 側頭筋膜 temporal fascia

そくとうけんまくえん 側頭腱膜炎 temporal aponeurositis

そくとうこつ 側頭骨 temporal bone

そくとうどうみみゃくえん 側頭動脈炎 temporal arteritis, giant cell artritis

そくふくじんたい 側副靭帯 collateral ligament

そくほううんどう 側方運動 lateral excursion, lateral movement

そくほうかっそううんどう 側方滑走運動 lateral sliding movement

そくほうかろ 側方顆路 lateral condyle path

そくほうくりすてんせんげんしょう 側方クリステンセン現象 lateral Christensen phenomenon

そくほうげんかいうんどうろ 側方限界運動路 path of lateral border movement

そくほうこうさつえい 側方向撮影 lateral projection
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そくほうちょうせつわんきょく 側方調節弯曲 lateral compensating curve

そくぼうとうぶえっくすせんきかく
しゃしん

側貌頭部Ｘ線規格写真 lateral (radiographic) cephalograph

そくめんだんそうさつえいほう 側面断層撮影法 lateral tomography

そくめんとうぶXせんきかくさつえいほ
う

側面頭部X線規格撮影法 lateral cephalometric radiography

そしゃく 咀嚼 chewing, mastication

そしゃく（うんどう）しゅうき 咀嚼（運動）周期 chewing cycle

そしゃくあつ 咀嚼圧 chewing force, masticatory pressure

そしゃくうんどう 咀嚼運動 masticatory movement

そしゃくきん 咀嚼筋 masticatory muscle

そしゃくきんけいれん 咀嚼筋けいれん masticatory muscle convulsion

そしゃくきんけん・けんまくかけいせ
いしょう

咀嚼筋腱・腱膜過形成症
Hyperplasia of tendon and aponeurosis of
masticatory muscles

そしゃくきんしょうがい 咀嚼筋障害 masticatory muscle disorders

そしゃくきんつう 咀嚼筋痛 masticatory muscle pain

そしゃくきんまひ 咀嚼筋麻痺 masticatory muscle paralysis

そしゃくけい 咀嚼系 masticatory system

そしゃくけいすう 咀嚼係数 chewing coefficient

そしゃくけいろ 咀嚼経路 chewing path

そしゃくさいくる 咀嚼サイクル chewing cycle

そしゃくじかん 咀嚼時間 chewing time

そしゃくじつう 咀嚼時痛 pain on mastication

そしゃくしゅうかん 咀嚼習慣 chewing habbit

そしゃくしょうがい 咀嚼障害 masticatory disorders

そしゃくそく 咀嚼側 chewing side

そしゃくち 咀嚼値 chewing performance

そしゃくのうりつ 咀嚼能率 chewing efficiency

そしゃくふぜん 咀嚼不全 masticatory dysfunction

そしゃくりずむ 咀嚼リズム chewing rhythm

そしゃくりょく 咀嚼力 masticatory force, masticatory load

そせいけつごうそしき 疎性結合組織 areolar tissue

そぞうせいこつへんか 粗造性骨変化 abrasive bony change

そめん 粗面 ridge tuberosity, tuberosity

た

たいかんいじょうしょう 体感異常症 cenesthopathy

たいきてきしんだんほう 待機的診断法 expective diagnosis

たいこうせいかんせつしっかん 退行性関節疾患 degenerative joint diseases, osteoarthritis

たいこうせいびょうへん 退行性病変 regressive change

たいじょうほうしん 帯状疱疹 herpes zoster

たいしょうりょうほう 対症療法 symptomatic treatment

たいせいかんかくの 体性感覚の somatosensory

たいせいじりつしんけいはんしゃ 体制自律神経反射 somato-automatic reflex

たいせいつう 体性痛 somatic pain

たいせいないぞうはんしゃ 体性内臓反射 somato-visceral reflex

たいそくせいの 対側性の contralateral

たいつういき 耐痛域 pain tolerance level

たいりゅう 滞留 congestion

たいんしせいしっかん 多因子性疾患 multifactorial disease

たがく（しょう） 多顎 （症） polygnathia

たきふぃらきしー タキフィラキシー tachyphylaxis

たじくしんだん 多軸診断 multiaxial diagnosis

たしゅうそ 多愁訴 multicomplaint

だっきゅう 脱臼 luxation, dislocation

だっきゅうこっせつ 脱臼骨折 dislocation fracture

だつしんけい 脱神経 denervation

だつぶんきょく 脱分極 depolarization

だつぶんきょくせいきんしかんやく 脱分極性筋弛緩薬 depolarizing muscle relaxant



日本語読み 日本語表記 英語表記
一般社団法人日本顎関節学会用語集

たどううんどう 他動運動 passive movement

たはつ（せい）かんせつえん 多発（性）関節炎 polyarthritis

たはつせいきんえん 多発性筋炎 polymyositis

たはつせいこっせつ 多発性骨折 multiple fracture

たはつせいこったんこついけいせい
（しょう）

多発性骨端骨異形成（症） multiple epiphyseal dysplasia

だぼく（しょう） 打撲（症） contusion

ためんてきとうつうしつもんひょう 多面的疼痛質問票 multidimensional pain iventory

ためんてきひょうかほう 多面的評価法 multidimensional scaling

たんいつぞうえいほう(ざい) 単一造影法(剤) single-contrast arthrography

たんかんせつえん 単関節炎 monoarthritis

だんせいせんい 弾性線維 elastic fiber

だんせいなんこつ 弾性軟骨 elastic cartilage

だんそうえっくすせんしゃしん 断層X線写真 tomograph

だんそうさつえいほう 断層撮影法 tomography

たんぱつ（せい）きんえん 単発（性）筋炎 monomyositis

たんぱつ（せい）しんけいえん 単発（性）神経炎 mononeuritis

たんぱつせいこつのうしゅ 単発性骨嚢腫 solitary  bone  cyst

だんれつ 断裂 laceration,rupture, tear

ち

ち（かん）かくしんけい 知（感）覚神経 sensory nerve

ちぇしんすきーほう チェシンスキー法 Cieszynski method（law）

ちぇっくばいと（ほう） チェックバイト（法） check bite technique（method）

ちかく 知覚 perception, sensation

ちかくいき 知覚閾 sensory threshold

ちかくいじょう 知覚異常 paresthesia

ちかくかびん 知覚過敏 hyperesthesia

ちかくげんたい 知覚減退 hypoesthesia

ちかくどんま 知覚鈍麻 hypoesthesia

ちかくふぜん 知覚不全 dysesthesia

ちかん（じゅつ） 置換（術） replacement

ちかんこつ 置換骨 cartilage bone

ちけんやく 治験薬 investigational drug

ちししゅういえん 智歯周囲炎 pericoronitis of wisdom teeth

ちはつししゅんき 遅発思春期 delayed puberty

ちはつせいきんつう 遅発性筋痛 delayed onset pain

ちはつつう 遅発痛 delayed pain

ちみつこつ 緻密骨 compact bone

ちゃねる チャネル channel

ちゆ 治療 cure

ちゅうおうきょうさくぶ（かんせつえ
んばんの）

中央狭窄部（関節円板の） intermediate zone

ちゅうかそうにゅういしょく 中間挿入移植 intercalary graft

ちゅうかん（そうにゅう）（ぶつ） 中間（挿入）（物） interposition

ちゅうかんぶつそうにゅうかんせつけ
いせい（じゅつ）

中間物挿入関節形成（術） interpositional arthroplasty

ちゅうじえん 中耳炎 otitis media

ちゅうしんい（かがくの） 中心位（下顎の） centric mandibular position, centric relation

ちゅうしんこうごうい 中心咬合位 centric occlusion

ちゅうすう（しんけい）さようやく 中枢（神経）作用薬 central nervous system acting drug

ちゅうすうこうふんやく 中枢興奮薬 central nervous system stimulant

ちゅうすうさよう 中枢作用 central action

ちゅうすうしんけいけい 中枢神経系 central nervous system

ちゅうすうしんけいゆらいつう 中枢神経由来痛 central pain

ちゅうすうせいきんしかんやく 中枢性筋弛緩薬 centrally (acting) muscle relaxant

ちゅうすうよくせいやく 中枢抑制薬 central nervous system depressant

ちゅうとうどのとうつう 中等度の疼痛 moderate pain

ちゅうはいよう 中胚葉 middle germ layer, mesoderm
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ちょうおんぱだんそうほう（ＵＳ） 超音波断層法に変更（ＵＳ） ultrasonography, (US)

ちょうおんぱりょうほう 超音波療法 ultrasonic therapy, ultrasound therapy

ちょうかがくじんたい 蝶下顎靭帯 sphenomandibular ligament

ちょうけいこつきょく 蝶形骨棘 sphenoidal spine

ちょうこう 徴候 symptom

ちょうこうがいしんけいつう 蝶口蓋神経痛 sphenopalatine neuralgia

ちょうしん 聴診 auscultation

ちょうしんけいしょうしゅ 聴神経神経鞘腫 acoustic neurinoma

ちょうしんほう 聴診法 stetoscopy

ちょうせつせいこうごうき 調節性咬合器 adjustable articulator

ちょうばんうんどう 蝶番運動 （下顎の） hinge movement of madible

ちょうばんがたじんこうかんせつ 蝶番型人工関節 hinged prosthesis

ちょうばんかつどうかんせつ 蝶番滑動関節 amphidiarthroidal joint, amphidiarthrosis

ちょうばんかんせつ 蝶番関節 hinge joint

ちょうばんじく 蝶番軸（下顎運動の） hinge axis（of mandibular movement）

ちょうばんじくてん 蝶番軸点 hinge axis point

ちょうび（さい）こうぞう 超微（細）構造 ultrastracture

ちょうりょくていか 聴力低下 hypacusis

ちょくせつこっせつ 直接骨折 direct fracture

ちょくせつせいこつきゅうしゅう 直接性骨吸収 direct bone resorption

ちりょう 治療 therapy, treatment, cure

ちりょうけっか 治療効果 curative effect

ちりょうてきしんだんほう 治療的診断法 diagnosis exjuvantibus, therapeutic diagnosis

ちりょうほうしん 治療方針 treatment plan

ちりょうやく 治療薬 remedy, curative medicine

ちりょうりょう 治療量 therapeutic dose

ちんきゅうせいだっきゅう 陳旧性脱臼 prolonged dislocation

ちんちゃくぶつ 沈着物 deposit

ちんつうこうか 鎮痛効果 analgesic effect

ちんつうさよう 鎮痛作用 analgesic action

ちんつうやく（ざい） 鎮痛薬（剤） analgesic

つ

つうかく 痛覚 pain sensation, algesthesia

つうかくいきち 痛覚閾値 pain threshold

つうかくえいびん 痛感鋭敏 algesia

つうかくかびん 痛覚過敏 hyperalgesia, hyperpathia

つうかくかびんたい 痛覚過敏帯 hyperalgesic zone

つうかくけい 痛覚計 algesi(o)meter, algometer

つうかくしょうしつ（しょう） 痛覚消失（症） analgesia, analgia

つうかくそくてい 痛覚測定 algesimetry

つうかくどんま 痛覚鈍麻 hyp(o)algesia

つうかくまひ 痛覚麻痺 hyp(o)algesia

つうてん 痛点 pain spot

つうびーせんいぐん IIb線維群 group IIb fiber

つうふう 痛風 gout

つうふうけっせつ 痛風結節 tophus, gouty node

つうふうせいかんせつえん 痛風性関節炎 gouty arthritis

て

ていいこうごう 低位咬合 overclosure

てぃえむじぇすけーる TMJスケール TMJ Scale

ていかるしうむけっしょう 低カルシウム血症 hypocalcemia

でぃすあびりてぃ 不能 disability

でぃすくれぱんしー ディスクレパンシー discrepancy

ていせいちょう 低成長 undergrowth

てきごう（せい） 適合（性） compatibility

てきしゅつ 摘出 extirpation
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でじたるふるおろぐらふ（｛ＤＦ｝）
デジタルフルオログラフィ（Ｄ
Ｆ）

digital fluorography (DF)

でじたるらじおぐらふぃ（｛ＤＲ｝） デジタルラジオグラフィ（ＤＲ） digital radiography (DR)

てん（じょう）せっしょく 点（状）接触 point contact

てんい 転位 dislocation, displacement

でんきょく 電極 electrode

でんしすぴんきょうめい（｛ＥＳ
Ｒ｝）

電子スピン共鳴（ESR） electron spin resonance (ESR)

と

どういん 動員 recruitment

とううんどうせいしゅうしゅく 等運動性収縮 isokinetic  contraction

どうか（さよう） 同化（作用） anabolism

とうがい 頭蓋 skull

とうがいがいそしきぞうきゆらいのと
うつう

頭蓋外組織臓器由来の疼痛 pain from extracranial structures

とうがいかん 頭蓋冠 calvaria

とうがいけいそく（ほう） 頭蓋計測（法） cephalometry

とうがいせんきょびょうへん 頭蓋占拠病変 intracranial space -occupying lesion

とうがいないしっかん 頭蓋内疾患 intracranial disease

とうがいないそしきぞうきゆらいのと
うつう

頭蓋内組織臓器由来の疼痛 pain from intracranial structures

とうごうしっちょうしょう 統合失調症 schizophrenia

どうこたいないいしょく 同個体内移植 autotransplantation

どうじたそうだんそうさつえいほう 同時多層断層撮影法 simultaneous multisection（multilayer）tomography

とうしつこるちこいど 糖質コルチコイド glucocorticoid

とうしほう 透視法 fluoroscopy

とうしゃくせいくんれん 等尺性訓練 isometric training

とうしゃくせいしゅうしゅく 等尺性収縮 isometric contraction

とうしゃつう 投射痛 projected pain

どうしゅいけいいしょく（へん） 同種異系移植（片） allograft

どうしゅいしょくへん（へん） 同種移植（片） allograft

どうしんはりでんきょく 同心針電極 concentric needle electrode

どうそくせい 同側性 ipsilateral

とうたんぱく（しつ） 糖タンパク（質） glycoprotein

とうちょうおとがいほうこうさつえい
ほう

頭頂オトガイ方向撮影法 vertex-menton projection

とうちょうせいくんれん 等張性訓練 isotonic training

とうちょうせいしゅうしゅく 等張性収縮 isotonic contraction

とうつう 疼痛 pain

とうつういきち 疼痛閾値 pain threshold

とうつうかんり 疼痛管理 pain management

とうつうこうどう 疼痛行動 pain behavior

とうつうせいちっく 疼痛性チック tic douloureux

とうつうせいねっかん 疼痛性熱感 thermalgia

とうつうなし 疼痛無し no pain

とうぶえっくすせんきかくさつえい
（ほう）

頭部X線規格撮影（法） cephalometric radiography

とうぶえっくすせんきかくしゃしん 頭部Ｘ線規格写真 cephalometric radiogram

とうぶこうくつ 頭部後屈 head tilt

とうぶこていそうち 頭部固定装置 cephalostat

どうみゃくりゅう 動脈瘤 aneurysm

どうみゃくりゅうせいこつのうしゅ 動脈瘤性骨嚢胞 aneurysmal bone cyst

どうようかんせつ 動揺関節 flail joint，loose joint

とーぬす ト−ヌス tonus

どーぱみん ドーパミン dopamine

どくえい（えっくすせんしゃしんの） 読影（Ｘ線写真の） interpretation

とくはつ（せい） 特発（性） idiopathic

とくはつせいこつえし 特発性骨壊死 idiopathic osteonecrosis

とくはつせいこつようかいしょう 特発性骨溶解症 idiopathic osteolysis
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とくはつせいさんさしんけいつう 特発性三叉神経痛 idiopathic trigeminal neuralgia

とくはつせいぜついんしんけいつう 特発性舌咽神経痛 idiopathic glossopharyngeal neuralgia

としゅきょうせい 徒手矯正 manual  correction

としゅきんりょくてすと 徒手筋力テスト manual muscle testing

としゅせいふく 徒手整復 manipulative reduction

とびあがりちょうこう とび上がり徴候 jump sign

とらんきらいざー トランキライザー tranquilizar

とりあむしのろん トリアムシノロン triamcinolone

とりがーぞーん トリガーゾーン trigger zone

とりがーぽいんと トリガーポイント trigger point

どんつう 鈍痛 dull pain

どんま 鈍麻 hypoalgesia

な

ないいいんせいうつびょう 内因性うつ病 endogenous depression

ないいんせいおぴおいど 内因性オピオイド endogenous opioid

ないいんせいはっつうぶっしつ 内因性発痛物質 endogenous pain producing substance

ないこつ（しゅ）しょう 内骨（腫）症 enostosis

ないこつまく 内骨膜 endosteum

ないこつまくせい 内骨膜性 endosteal

ないざいせいきんこうしゅく 内在筋拘縮 intrinsic contracture

ないしきょう 内視鏡 endoscope

ないしゃせん（かがくこつの） 内斜線（下顎骨の） internal oblique line（ridge）（of the mandible）

ないしょう 内障 internal derangement

ないぞうたいせいはんしゃ 内臓体性反射 riscelo-somatic reflex

ないぞうつう 内臓痛 visceral pain

ないそくきょく 内側極 medial pole

ないそくとっき（けっせつ） 内側突起（結節） medial articular process（tubercle）

ないそくよくとつきん 内側翼突筋 medial pterygoid muscle, internal pterygoid muscle

ないそくよくとつきんしんけい 内側翼突筋神経 medial pterygoid nerve

ないとがーど ナイトガード night guard

ないなんこつ（しゅ）しょう 内軟骨（腫）症 enchondrosis

ないなんこつしゅ 内軟骨腫 enchondroma

なそろじー ナソロジー gnathology

なんきょくへのたいしょ 難局への対処 cope, coping

なんこついけいせい（しょう） 軟骨異形成（症） chondrodysplasia

なんこついしょく 軟骨移植 cartilage graft

なんこつえし 軟骨壊死 chondronecrosis

なんこつえん 軟骨炎 chondritis

なんこつか 軟骨化 chondrification

なんこつがいこっか 軟骨外骨化 perichondral ossification

なんこつがいはいよういけいせいしょ
う

軟骨外胚葉異形成症 chondroectodermal dysplasia

なんこつかぎのうほう 軟骨下偽嚢胞 subchondral pseudocyst

なんこつかけいせい 軟骨過形成 hyperchondroplasia

なんこつがさいぼうしゅ 軟骨芽細胞腫 chondroblastoma

なんこつきしつ 軟骨基質 cartilage matrix

なんこつきょく 軟骨棘 chondrophyte

なんこつけいせい（じゅつ） 軟骨形成（術） chondroplasty

なんこつけいせいいじょう（しょう） 軟骨形成異常（症） chondrodysplasia

なんこつけいせいふぜん（しょう） 軟骨形成不全（症） achondroplasia

なんこつしっかん 軟骨疾患 chondropathia

なんこつしゅ 軟骨腫 chondroma

なんこつしゅしょう 軟骨腫症 chondromatosis

なんこつしょう 軟骨症 chondrosis

なんこつせいかこつ 軟骨性仮骨 cartilaginous callus

なんこつせいこっか 軟骨性骨化 cartilaginous ossification

なんこつせいせいちょう 軟骨性成長 cartilaginous growth
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なんこつせっかい（か）しょう 軟骨石灰（化）症 chondrocalcinosis

なんこつせつじょ（じゅつ） 軟骨切除（術） chondrectomy

なんこつせつり（じゅつ） 軟骨切離（術） chondrotomy

なんこつていけいせいしょう 軟骨低形成症 hypochondroplasia

なんこつない（せい）いこつしょう 軟骨内（性）異骨症 en(do)chondral dysostosis

なんこつないこっか 軟骨内骨化 enchondral ossification

なんこつないせいちょう 軟骨内成長 endochondral growth

なんこつなんか（しょう） 軟骨軟化（症） chondromalacia

なんこつにくしゅ 軟骨肉腫 chondrosarcoma

なんこつねんえき（よう）せんいしゅ 軟骨粘液（様）線維腫 chondromyxoid fibroma

なんこつはついくふぜん（しょう） 軟骨発育不全（症） chondrodystrophia

なんこつばん 軟骨板 cartilage plate

なんこつびょう 軟骨病 chondropathia

なんこつぼう 軟骨帽 cartilage cap

なんこつようかい 軟骨溶解 chondrolysis

なんせいかいこうしょうがい 軟性開口障害 irrigid trismus

なんち（せい）とうつう 難治（性）疼痛 intractable pain

に

にくげしゅ 肉芽腫 granuloma

にじせいこうごうせいがいしょう 二次性咬合性外傷 secondary occlusal trauma

にじてきこてい 二次的固定 delayed  fixation

にじゅうかがくとう 二重下顎頭 bifid condyle

にじゅうぞうえいほう 二重造影法 double-contrast arthrography

にちじょうせいかつどうさ（｛ＡＤ
Ｌ｝）

日常生活動作（ＡＤＬ） activities of daily living (ADL)

にてんべんべついき 二点弁別閾 two-point threshold

にふくきんか 二腹筋窩 digastric fossa

にゅうしこうごう 乳歯咬合 primary occlusion

にゅうしれつ 乳歯列 primary dentition

にゅうようとっき 乳様突起 mastoid proscess

にゅーろぱしー ニューロパシー neuropathy

ぬ

ね

ねんてんこっせつ 捻転骨折 torsion fracture

ねんぱつおん 捻髪音 crepitation

ねんれいかいきゅう 年齢階級 age class

ねんれいこうせい 年齢構成 age composition

ねんれいぶんぷ 年齢分布 age distribution

の

のうどうてきこうごうゆうどう 能動的咬合誘導 active denture guidance

のんれむすいみん ノンレム睡眠 non-REM sleep

は

はーらーしょうこうぐん ハーラー症候群 Hurler syndrome

はーらーびょう ハーラー病 Hurler disease

はい（ぶ）つう 背（部）痛 backache

ばいおふぃーどばっく バイオフィードバック biofeedback

はいけいせい 杯形成 saucerization

ばいどくせいかんせつえん 梅毒性関節炎 syphilitic arthritis

ばいとわっくす バイトワックス bite-registration wax

はいよう（せい）いしゅく 廃用（性）萎縮 disuse atrophy

はぎしり 歯ぎしり bruxism

はくどう（せいとう）つう 拍動（性疼）痛 throbbing pain

はこつさいぼうかっせいかいんし
（｛ＯＡＦ｝）

破骨細胞活性化因子（OAF） osteoclast activating factor (OAF)

はさつおん 破擦音 affricate

はさみじょうこうごう 鋏状咬合 scissors-bite, psalidodont

はついくいじょう 発育異常 growth abnormality, developmental anomality
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はついくいじょうしょう 発育異常症 dysgenesis

はついくかじょう 発育過剰 macroplasia

はついくていし 発育停止 developmental  arrest

はついくよくせい 発育抑制 arrest of development

ばっきょ 抜去 extraction

はっせいいじょう 発生異常 developmental anomaly

はっせいしょうがい 発生障害 developmental disturbances

はっせいりつ 発生率 incidence rate

はったつしょうがい 発達障害 developmental disability

はっつうぶっしつ（｛ＰＰＳ｝） 発痛物質（ＰＰＳ） pain producing substance (PPS), algesic substance

ぱのらまえっくすせん〔しゃしん〕像 パノラマX線〔写真〕像 panoramic radiograph

ぱのらまえっくすせんさつえいほう パノラマX線撮影法 panoramic radiography

ぱのらまえっくすせんだんそうだつえ
いほう

パノラマX線断層撮影法 panoramic tomography

ぱのらまがくかんせつさつえいほう パノラマ顎関節撮影法 TMJ radiography using panoramic equipment

はへん（ざめつそしきへん，えしそし
きへん）

破片（挫滅組織片、壊死組織片） debris

はらーまん・すとらいふしょうこうぐ
ん

ハラーマン・ストライフ症候群 Hallerman・Streiff syndrome

ばらんすどおくるーじょん バランスドオクルージョン balanced occlusion

はり 鍼 acupuncture

はりせいけん 針生検 needle biopsy

はんがくしょう 半顎症 hemignathia

はんかんせつけいせい（じゅつ） 半関節形成（術） hemiarthroplasty

ばんき 晩期 tardus

はんこんこうしゅく 瘢痕拘縮 cicatrical contracture

はんしゃこうしん 反射亢進 hyperreflexia

はんそくがんめんひだい 半側顔面肥大 hemifacial hypertrophy

はんそくしょうがんしょう 半側小顔症 hemifacial microsomia

はんたーしょうこうぐん ハンター症候群 Hunter syndrome

はんたいこうごう 反対咬合 anterior cross bite; reversed occlusion

ぱんとぐらふ（ほう） パントグラフ（法） pantograph (method)

ぱんぴんぐまにぴゅれーしょん パンピングマニピュレーション panping manipulation

はんぷくせいだっきゅう 反復性脱臼 recurrent dislocation, recurrent dislocation

ひ

ひかつどう（せい）いしゅく 非活動（性）萎縮 disuse atrophy

ひかんけつてきせいふく（ほう） 非観血的整復（法） closed reduction

ひきのうこうとう 非機能咬頭 nonfunctional cusp

ひきのうそく 非機能側 nonfunctional side

ひさぎょうそく 非作業側 nonworking side

ひしつこついしょく（へん） 皮質骨移植（片） cortical  graft

ひすてりー ヒステリー hysteria

ひずみ（かたちの） ひずみ（形の） distortion

ひずみえねるぎー ひずみエネルギー strain energy

ひだい 肥大 hypertrophy

ひたいしょうせいがんぼう 非対称性顔貌 asymmetric face

ひだいせいこつかんせつえん 肥大性骨関節炎 hypertrophic arthritis

ひだいなんこつさいぼうそう 肥大軟骨細胞層 zone of hypertrophic chondrocyte

びでぃあんしんけいつう ビディアン神経痛 Vidian neuralgia

ひていけいがんめんつう 非定型顔面痛 atypical facial pain

ひていけいしつう 非定型歯痛 atypical odontalgia

ひどうか 非動化 immobilization

ひどうき 非同期 asynchrony

ひとくいてきえいきょう 非特異的影響 nonspecific effect

ひとくいてきさよう 非特異的作用 nonspecific action

ひふくいせい 非復位性 irreducible

びょういん 病因 cause of disease

ひょうざい（そう）たいせいつう 表在（層）体性痛 superficial somatic pain, somatalgia
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びょうそうかんせん 病巣感染 focal infection

びょうてきしんせん 病的振戦 subsultus

びょうてきそいん 病的素因 pathological disposition

ひょうめんつう 表面痛 superficial pain

ひょうめんでんきょく 表面電極 surface electrode

びらん びらん erosion

ひりつどうせいかつどう 非律動性活動 arrhythmic activity

ひんじあきしすろけーたー ヒンジアキシスロケーター hinge axis locater

ひんじぼー ヒンジボー hinge bow

ふ

ふあんしんけいしょう 不安神経症 anxiety neurosis

ふあんてい（せい） 不安定（性） instability

ふかいいじょうかんかく 不快異常感覚 dysesthesia

ふかいかん 不快感 discomfort, unpleasantness

ふかんぜんきょうしゅく 不完全強縮 incomplete tetanus

ふかんぜんだっきゅう 不完全脱臼 incomplete dislocation, subluxation

ふぎえーかん フギエー管 Huguier's canal

ふくい 復位 reduction

ふくいせい 復位性 reducible

ふくいん 副因 accessory cause

ふくけっせつ 副結節 accessory tubercle

ふくざつこっせつ 複雑骨折 complicated fracture

ふくさよう 副作用 adverse reaction, side effect

ふくし 副子 splint

ふくしこてい 副子固定 splinting

ふくじんたい 副靱帯 accessory ligament

ふけんせいかんせん 不顕性感染 inapparent infection

ふじゆうしゃ 不自由者 disabled

ふずいいうんどう 不随意運動 involuntary movement

ふずいいきん 不随意筋 involuntary muscle

ふずいいしゅうしゅく 不随意収縮 involuntary contraction

ふせいこうごう 不正咬合 malocclusion

ふぜんこっせつ 不全骨折 incomplete fracture

ふぜんだっきゅう 不全脱臼 subluxation

ふぜんまひ 不全麻痺 paresis

ふたんかじゅう 負担荷重 overload

ふたんのうりょく 負担能力 bearing ability

ふていしゅうそ 不定愁訴 unidentified complaint

ふていとうつう 不定疼痛 atypical pain

ふてきごう（せい） 不適合（性） incompatibility

ふてきごう（な、の） 不適合（な、の） incongruent

ふてきごうしげき 不適合刺激 inadequate stimulus

ふどう 不動 immobilization

ふどうかんせつ 不動関節 immovable joint, synarthrodial joint

ふらんくふると（すい）へいめん フランクフルト（水）平面 Frankfort (horizontal) plane

ぷれっしゃーえるごめーた プレッシャーエルゴメ−タ pressure ergometer

ぷれっしゃーぺいん・すれっしょーる
ど

加圧疼痛閾値 pressure pain threshold

ふんさいこっせつ 粉砕骨折 comminuted  fracture

へ

へいきんちこうごうき 平均値咬合器 mean value articulator

へいこう 平衡 balancing; equilibrium

へいこうこうごう 平衡咬合 balanced occlusion

へいこうこうごうしょうめん 平衡咬合小面 balancing facet

へいこうしょうがい 閉口障害 difficulty in closing mouth

へいこうそく 平衡側 balancing side

へいこうそくかんしょう 平衡側干渉 balancing side interference
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へいこうそくせっしょく 平衡側接触 balancing contact

へいこうはんしゃ 閉口反射 jaw closing reflex

へいせんこうごうき 平線咬合器 plain line articulator

へいそくせいすいみんじむこきゅう
しょうこうぐん

閉塞性睡眠時無呼吸症候群 obstructive sleep apnea syndrome (OASAS)

へいたんか 平坦化 flattening

へいめんかんせつ 平面関節 arthrodia，arthrodial joint

へいようりょうほう 併用療法 combined therapy

べねっとうんどう ベネット運動 Bennett movement

べねっとかく ベネット角 Bennett angle

へるぺすごしんけいつう（｛ＰＨ
Ｎ｝）

ヘルペス後神経痛（ＰＨＮ） postherpetic neuralgia (PHN)

へんい 偏位 deviation

へんい 変位 displacement

へんいこっせつ 変位骨折 displaced fracture

へんえん 辺縁 margin, periphery

へんえんせいぞうせい 辺縁性増生 marginal proliferation

へんえんひしつ 辺縁皮質 limbic cortex

へんえんぶこつぞうせいぞう 辺縁部骨増生像 marginal proliferation

へんかん 変換 transduction

へんけい 変形 deformation, deformity

へんけいきょうせいじゅつ 変形矯正術 orthomorphia

へんけいせいかんせつしょう 変形性関節症
degenerative joint disease, osteoarthritis,
arthrosis deformans, osteoarthrosis

へんしんい 偏心位 eccentric position

へんしんこうごう 偏心咬合 eccentric occlusion

へんずつう 片頭痛 migraine, headache

へんせい（たいこう） 変性（退行） degeneration

へんせいいしゅく 変性萎縮 degenerative atrophy

へんせいかんせつしっかん 変性関節疾患 degenerative  joint  disease

へんそくいしゅく 片側萎縮 hemiatrophy

へんそくとうつう 片側疼痛 hemialgia

へんそくひだい（しょう） 片側肥大（症） hemihypertrophy

へんちょう 変調 modulation, alteration

へんぺいか 扁平化 flattening

ほ

ほうがい（の） 包外（の） extracapsular

ぼうぎょてきいんしゅうしゅく 防御的筋収縮 co-contraction, protective muscle splinting

ぼうぎょてききんすぷりんてぃんぐ 防御的筋スプリンティング protective muscle splinting

ほうさんせいとうつう 放散性疼痛 diffused pain

ほうさんつう 放散痛 radiating pain

ほうしゅつちえん 萌出遅延 retarded eruption, delayed eruption

ほうない 包内 intracapsular

ぽごにおん ポゴニオン pogonion

ほしゅうしゅうふく 補修修復 filling of repair

ほしょく 捕食 food taking

ほじょてきたんい 補助的単位 additional unit

ほっさ 発作 seizure, stroke, attack

ほっさせいしんけいつう 発作性神経痛 paroxysmal neulalgia

ほっさせいとうつうしょうがい 発作性疼痛障害 paroxysmal pain disorders

ほてつそうち 補綴装置 prosthetic restoration

ま

まいおもにたー マイオモニター myo-monitor

まいふくし 埋伏歯 embedding tooth, impacted tooth

まえむきこほーとけんきゅう 前向きコホート研究 prospective cohort study

まぎるとうつうしつもんひょう（｛Ｍ
ＰＱ｝）

マギル疼痛質問票（ＭＰＱ） McGill pain questionnaire (MPQ)

まくせいこつ 膜性骨 membrane bone



日本語読み 日本語表記 英語表記
一般社団法人日本顎関節学会用語集

まさつおん 摩擦音 frictive, friction sound

まっしょうしんけい 末梢神経 peripheral nerve

まっしょうしんけいえん 末梢神経炎 peripheral neuralgia

まったん 末端 ending, terminal

まったんひだいしょう 末端肥大症 acromegaly

まにぴゅれーしょん マニピュレーション manipulation

まひ 麻痺 paralysis, palsy, numbness

まひせいとうつう 麻痺性疼痛 anesthesia dolorosa

まもう（しょう） 摩耗（症） wear, abrasion, attriction

まんせいえん（しょう） 慢性炎（症） chronic inflammation

まんせいがいしょうせいびょうへん 慢性外傷性病変 chronically traumatic disease

まんせいがくかんせつえん 慢性顎関節炎
chronic arthritis of TMJ, chronic inflammation of
TMJ, chronic TMJ arthritis

まんせいかんせつりうまち 慢性関節リウマチ chronic articular rheumatism

まんせいがんめんつうしょうこうぐん 慢性顔面痛症候群 chronic facial pain syndrome

まんせいき 慢性期 chronic stage

まんせいこうごうせいがいしょう 慢性咬合性外傷 chronic occlusal trauma

まんせいさいはつせいじかせんえん 慢性再発性耳下腺炎 chronic recurrent parotitis

まんせいさよう 慢性作用 chronic action

まんせいしっかん 慢性疾患 chronic disease

まんせいつう 慢性痛 chronic pain

まんせいとうつうせいかく 慢性疼痛性格 pain-prone personality

まんせいどくせい 慢性毒性 chronic toxicity

み

みねそたためんてきじんかくてすと
（｛ＭＭＰＩ｝）

ミネソタ多面的人格テスト（ＭＭ
ＰＩ）

Minnesota multipersonality （multiphasic
personality） inventory (MMPI)

みみたいじょうほうしん 耳帯状疱疹 aural herpes zoster

みゃっかんしょうがい 脈管障害 angiopathy, angiopathia

む

むがくしょう 無顎症 agnathia

むかんかく（しょう） 無感覚（症） anesthesia

むけいせい（しょう） 無形成（症） aplasia

むちうちしょう むち打ち症
whiplash injury, acceleration/deceleration
syndrome, acceleration/deceleration syndrome

むちかくせいとうつう 無知覚性疼痛 anesthesia dolorosa

むつうかく 無痛覚 analgesia

むつうじりき（さいだい）かいこう 無痛自力（最大）開口 unassisted mouth opening without

むていいうんどうしょう 無定位運動症 athetosis

むりょく（しょう） 無力（症） asthenia

め

も

もうじょうなんこつ 網状軟骨 elastic cartilage

もーるどかんせつけいせい（じゅつ） モールド関節形成（術） mold arthroplasty

もけいぶんせき（ほう） 模型分析（法） model analysis

もでりんぐ モデリング modeling

や

ゆ

ゆうがいこうか 有害効果 adverse effect

ゆうがいさよう 有害作用 adverse effect

ゆうがいじしょう 有害事象 adverse effect

ゆうがいはんのう 有害反応 adverse reaction

ゆうこうせいぶん 有効成分 active ingredient

ゆうこうりょう 有効量 effective dose

ゆうどうめん 誘導面 guide plane

ゆうはつきんでんず 誘発筋電図 evoked electromyogram

ゆうはつしょうじょう 誘発症状 induced symptom

ゆうはつつう 誘発痛 provoked pain

ゆうはつてん 誘発点 trigger point
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ゆうはつでんい 誘発電位 evoked potential

ゆうびょうりつ 有病率 prevalence

ゆうりたい 遊離体 corpora  libera, free body, loose body

ゆごう 癒合
coalition, assimilation（adhesion), coaptation,
concrescence, union

ゆちゃくはくり（じゅつ） 癒着剥離（術） adhesiotomy

ゆちゃくりだんじゅつ 癒着離断術 ankylotomy

よ

ようかいごしゃ 要介護者 Person Requiring Long-Term Care

ようご（こうとう）きじゅつすけーる
（｛ＶＤＳ｝）

用語（口頭）記述スケール（ＶＤ
Ｓ）

verbal descriptive scale (VDS)

ようご（こうとう）りょうてきすけー
る

用語（口頭）量的スケール verbal quantitative scale

ようしゅきょいうせい 用手矯正 manual  correction

ようせいぞうえいざい 陽性造影剤 positive contrast medium, opaque contrast medium

ようつう 腰痛 low back pain, lumbago

よくじょうとっき 翼状突起 pterygoid process

よくとつか 翼突窩 pterygoid fossa

よくとつかがくほうせん 翼突下顎縫線 pterygomandibular ligament, pterygomandibular rphe

よくとつかんじょうみゃく 翼突管静脈 vein of the pterygoid canal
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よくとつかんしんけい 翼突管神経 nerve of the pterygoid canal

よくとつかんどうみゃく 翼突管動脈 artery of the pterygoid canal

よくとつきんか 翼突筋窩 pterygoid fovea

よくとつきんし 翼突筋枝 pterygoid branch(es)

よくとつきんじょうみゃくそう 翼突筋静脈叢 pterygoid plexus

よぼう（ほう） 予防（法） prophylaxis

よぼうきょうせいちりょう（ほう） 予防矯正治療（法） preventive orthodontic treatment

ら

らむぜーはんとしょうこうぐん ラムゼーハント症候群 Ramsay-Hunt's syndrome

り

りうまちせいがくかんせつえん リウマチ性顎関節炎 rheumatoid arthritis of TMJ

りうまちせいかんせつえん（｛Ｒ
Ａ｝）

リウマチ性関節炎（ＲＡ） rheumatoid（rheumatic）arthritis (RA)

りうまといどいんし（｛ＲＦ｝） リウマトイド因子（ＲＦ） rheumatoid factor (RF)

りかい 離開 diastasis, separation, dehiscence

りがくりょうほう 理学療法 physical therapy, physiotherapy

りがくりょうほうし 理学療法士 physical therapist, physiotherapist

りかんりつ 罹患率 diseased rate; morbidity (rate）

りそうこうごう 理想咬合 ideal occlusion

りはびりて－しょん リハビリテ－ション rehabilitation

りびょうりつ 罹病率 morbidity

りもでりんぐ（こつの） リモデリング（骨の） bone remodeling

りょうせいしゅよう 良性腫瘍 benign tumor

りょうそくがんめんけいせいふぜん
（しょう）

両側顔面形成不全（症） bilateral facial agenesis

りょうそくせいへいこう 両側性平衡 bilateral balance

りょうそくせいへいこうこうごう 両側性平衡咬合 bilateral balanced occlusion

りんきんせいかんせつえん 淋菌性関節炎 gonorrheal arthritis

りんしょう（てき）しんさつ 臨床（的）診察 clinical examination

りんしょうけんさ 臨床検査 clinical laboratory test

りんしょうしけん 臨床試験 clinical test, clinical trial

りんしょうびせいぶつがく 臨床微生物学 clinical microbiology

りんしょうひょうか 臨床評価 clinical evaluation

る

るいけんせんいしゅ 類腱線維腫 desmoplastic  fibroma

るいせんいへんせい 類線維素変性 fibrinoid degeneration

るいなんこつ 類軟骨 chondroid

るいにくしゅ 類肉腫 sarcoid

れ

れき（ねん）れい 暦（年）齢 chronological age

れきおん 轢音 crepitation

れきれいせいじょうこうごう 歴齢正常咬合 physiological normal occlusion

れっかい 裂開 dehiscence. divulsion

れってらー・じーべびょう レッテラー・ジーベ病
acute reticulo-endotheliosis, Abt-Letterer-Siwe
disease

れつり 裂離 avulsion

れむすいみん レム睡眠 rapid eye movement (REM) sleep

れんかんつう 連関痛 referred pain

れんしゅく 攣縮 contraction, spasm

れんよう 連用 chronic dosing, chronic use

ろ

ろうかげんしょう 老化現象 aging phenomenon

ろうじんせいいしゅく 老人性萎縮 senile atrophy

ろうじんせいへんか 老人性変化 senile change

ろうぜつへき 弄舌癖 tongue habit, tongue biting habit

ろうねんほけん 老年保健 aged health care

ろくなんこついしょく 肋軟骨移植 costochondral graft
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ろっきんぐ ロッキング locking

ろっく ロック lock

わ

わんえーせんいぐん Ia線維群 group Ia fiber


