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用語
番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

1 アーカンソーストーン アーカンサスストーン
3 悪習癖 悪習慣，異常習癖
4 Aggregatibacter actinomy-

cetemcomitans
Actinobacillus actinomycetem-
comitans

5 アクリルレジン冠固定 連続レジン冠固定
8 アスパラギン酸アミノトランス

フェラーゼ
AST，GOT

11 アタッチメントゲイン 付着の獲得
12 アタッチメントレベル 付着レベル，クリニカルアタッチ

メントレベル，臨床的アタッチメ
ントレベル，プロービングアタッ
チメントレベル，付着の位置，
CAL，PAL

13 アタッチメントロス 付着の喪失
14 アップライト 矯正的整直，整直
16 アテローム性動脈硬化症 粥状動脈硬化症
17 アテロコラーゲン膜 アテロコラーゲンメンブレン，コ

ラーゲン膜，コラーゲンメンブレ
ン

18 アドヒアランス コンプライアンス，イン
フォームドコンセント

26 アルカリホスファターゼ ALP
31 アンテリアガイダンス 前方誘導
34 ePTFE 膜 延伸ポリテトラフルオロエチレン

膜，伸展四フッ化エチレン樹脂膜
39 一塩基多型 スニップ，SNP，スニップス，

SNPs
40 1 型糖尿病 IDDM，インスリン依存性糖尿病
44 遺伝子型 遺伝子タイプ 遺伝子多型，一塩基多型，ス

ニップ，SNP，スニップス，
SNPs

47 遺伝性歯肉線維腫症 遺伝性歯肉過形成症，遺伝性歯肉
増殖症

歯肉線維腫症，特発性歯肉線
維腫症

51 インスリン様増殖因子 インスリン様成長因子，IGF
54 インターフェロン IFN
56 インターロイキン インターリューキン，IL
57 インディアストーン インディアナストーン
60 インフォームドコンセント 説明に基づく同意，説明と同意 コンプライアンス，アドヒア

ランス
61 インプラント（歯科の） 歯科インプラント，人工歯根
62 インプラント周囲炎 ペリインプランタイティス インプラント周囲粘膜炎

同義語，類義語・関連語一覧
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用語
番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

63 インプラント周囲溝 ペリインプラントサルカス
67 インプラント周囲組織 インプラント周囲粘膜，イン

プラント（歯科の）
69 インプラント周囲粘膜 インプラント周囲軟組織
71 インプラント体 フィクスチャー
73 インプラント即時埋入 抜歯後即時埋入
74 インプラント待時埋入 抜歯後待時埋入
75 インプラント遅延埋入 抜歯後遅延埋入
76 インプラントの成功率 累積成功率
80 インプラント補綴 インプラント修復
81 インレーグラフト法 インレー型グラフト
82 ウィドマン改良フラップ手術 Widman 改良法，ウィドマン改良

法，ウィドマン変法手術
83 ウェッジ手術 くさび型切除手術 遠心ウェッジ手術，ディスタ

ルウェッジ手術
85 後向き研究 患者—対照研究，症例—対照研

究
86 エアアブレージョン エアアブレイシブ，エアポ

リッシング
87 エアスケーラー 音波スケーラー
97 壊死性歯周疾患 壊死性潰瘍性歯肉炎・歯周炎，急

性壊死性潰瘍性歯肉炎・歯周炎，
ワンサン感染症，NUG・NUP

100 エッチング クエン酸処理，EDTA処理，
アクロマイシン（テトラサイ
クリン）処理，コンディショ
ニング

102 エナメル突起 エナメルプロジェクション，根間
突起

エナメル真珠，エナメル滴

103 エナメルボンディングレジン固
定

ダイレクトボンディングシステム
固定，接着性レジン固定

104 エナメルマトリックスタンパク
質

エナメル基質タンパク質 エナメルマトリックスデリバ
ティブ，EMD，エムドゲイン®

105 エナメルマトリックスデリバ
ティブ

エナメルマトリックスプロテイン
デリバティブ，EMD，エムドゲイ
ン®

エナメルマトリックスタンパ
ク質，エナメル基質タンパク
質

107 エビデンスベースドメディシン
/エビデンスベースドデンティ
ストリー

EBM/EBD

109 Fc レセプター Fc 受容体
111 MTM 部分矯正，小矯正
125 オーバージェット 水平的被蓋
126 オーバーバイト 垂直的被蓋
128 オープンバイト 開咬
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用語
番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

129 オーラルスクリーン マウススクリーン
131 オクルーザルスプリント バイトガード，ナイトガード，バ

イトスプリント
133 オステオカルシン 骨Gla タンパク質
135 オステオネクチン SPARC，BM—40
139 オッセオインテグレーション 骨結合，骨接合
140 オドントプラスティ 歯の整形術 ファーケーションプラスティ
142 オベイト型ポンティック ブリット型ポンティック ポンティック形態
143 オルバンメス オルバン型メス，オルバンナイフ
144 音波歯ブラシ 音波電動歯ブラシ
146 カークランドメス カークランド型メス，カークラン

ドナイフ
147 カーテンサージェリー カーテン手術法
148 外縁上皮 歯肉口腔上皮
152 開窓 フェネストレーション
153 外側性固定 外式固定
154 改変歯肉出血指数 mSBI
155 改変プラーク指数 改良プラーク指数，mPlI
159 下顎安静位 安静位
160 化学的プラークコントロール 化学的清掃法
161 顎関節症 TMD
163 獲得免疫 後天性免疫，後天免疫
164 仮骨延長術 骨延長術
175 カルシウム拮抗薬 降圧剤
177 環境因子 環境要因 細菌因子，宿主因子，リスク

ファクター
178 幹細胞 間葉系幹細胞，未分化間葉系

細胞，骨髄幹細胞，ES細胞，
iPS 細胞

180 患者報告アウトカム PRO 患者報告アウトカム評価
182 冠状動脈心疾患 虚血性心疾患，心臓血管系疾患 冠状動脈硬化症，アテローム

性動脈硬化症
183 関節リウマチ リウマチ
184 感染性心内膜炎 細菌性心内膜炎 心内膜炎
186 カントゥア 歯冠豊隆形態 アンダーカントゥア，オー

バーカントゥア
189 機械的プラークコントロール 機械的清掃法，メカニカルプラー

クコントロール
190 規格荷重プローブ 定圧プローブ，グラムプローブ フロリダプローブ
194 機能咬頭 粉砕咬頭，セントリックカスプ，

支持咬頭
195 揮発性硫黄化合物 VSC，揮発性硫化物 インドール
199 吸収性膜 吸収性メンブレン
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用語
番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

200 臼歯離開咬合 ディスクルージョン
203 急性発作（歯周炎の） 急発 急性歯周膿瘍
207 キュレット型スケーラー 鋭匙型スケーラー，キュレットス

ケーラー
グレーシー型キュレット，ユ
ニバーサル型キュレット

208 供給側 供給床，供給部位，ドナーサイト
212 局所性修飾因子 局所性増悪因子
213 局所薬物配送システム 局所薬物デリバリーシステム，局

所薬物搬送システム，局所薬物送
達システム，ローカルドラッグデ
リバリーシステム，LDDS

ポケット内抗菌薬投与

214 虚血性心疾患 IHD
215 禁煙支援プログラム 禁煙サポートプログラム
219 菌交代現象 日和見感染
224 くさび状欠損（歯の） WSD アブフラクション
228 クラウン—インプラント・レシオ CI レシオ
231 グリコヘモグロビン 糖化ヘモグロビン，ヘモグロビン

A1c（HbA1c）
234 グループファンクションドオク

ルージョン
片側性平衡咬合

235 グレーシー型キュレット キュレット型スケーラー
236 クレーター状骨欠損 骨クレーター
237 Crane—Kaplan のポケットマー

カー
ポケットマーカー

238 クレフト（歯肉の） Stillman のクレフト，裂開（歯肉
の）

239 クレンチング くいしばり，かみしめ
245 軽度歯周炎 中等度歯周炎，重度歯周炎
249 結合組織移植術 歯肉結合組織移植術，上皮下結合

組織移植術
250 結合組織性付着（治療後の） 線維性付着
252 血小板由来増殖因子 血小板由来成長因子，PDGF
258 犬歯誘導咬合 犬歯誘導，カスピッドプロテク

テッドオクルージョン
265 口蓋裂溝 根面溝，斜切痕，口蓋溝
267 抗菌薬 抗菌薬物，抗菌薬剤 抗生物質
270 抗菌療法（歯周治療における） 経口抗菌療法，局所抗菌療

法，フルマウスディスイン
フェクション（FMD）

271 口腔衛生指数 口腔清掃指数，OHI
272 口腔カンジダ症 カンジダ症，カンジダ性口内炎
273 口腔乾燥症 唾液減少症，ドライマウス
277 口腔清掃指導 口腔衛生指導，TBI
280 口腔前庭拡張術 口腔前庭形成術
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用語
番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

281 口腔内エックス線写真（歯周病
の所見）

デンタルエックス線写真

282 抗痙攣薬 抗てんかん薬
284 咬合性外傷 原発性咬合性外傷
289 口臭恐怖症 自臭症
295 好中球減少症 周期性好中球減少症
296 好中球病変 多形核白血球病変
297 後天性免疫不全症候群 エイズ，AIDS
298 咬頭嵌合位 中心咬合位，セントリックオク

ルージョン
300 行動変容 モチベーション
304 誤嚥性肺炎 嚥下性肺炎
305 コーヌステレスコープデン

チャー
コーヌス義歯

306 黒色色素産生嫌気性桿菌 黒色色素産生性Bacteroides，黒色
色素産生 Bacteroides

309 骨移植材 骨補塡材
312 骨鋭匙 ボーンキュレット
313 骨縁下欠損 骨内欠損，垂直性骨欠損，くさび

状骨欠損
垂直性骨吸収

317 骨延長術 仮骨延長術
321 骨形成タンパク質 BMP，骨誘導タンパク質 骨形成因子，骨誘導因子
327 骨シアロタンパク質 BSP
331 骨性癒着 アンキローシス
333 骨造成 骨増生 歯槽堤増大
334 骨粗鬆症 骨多孔症 骨減少症
338 骨ファイル 骨ヤスリ
341 骨膜剝離子 粘膜剝離子
343 骨密度 bone mineral density
345 骨隆起 外骨症
350 固有歯槽骨 篩状板
352 コラーゲン線維 膠原線維
355 コル（歯間乳頭の） 鞍部
356 根間中隔 槽間中隔
359 コンタクトエリア 接触域
361 コンプライアンス アドヒアランス，インフォー

ムドコンセント
363 根分岐部病変 分岐部病変
367 サージカルテンプレート 外科用ガイドプレート，外科用テ

ンプレート，サージカルガイド
369 細菌検査 微生物検査
371 細菌叢 バイオフィルム，デンタルプ

ラーク，プラーク
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用語
番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

373 最終糖化産物 AGE
374 最小発育阻止濃度 MIC 最小殺菌濃度
377 再生療法 再生治療
378 サイトカイン 炎症性メディエーター，炎症

性サイトカイン，ケモカイ
ン，アディポサイトカイン

381 再評価 再評価検査
383 細胞外マトリックス 細胞外基質，ECM，細胞間基質，

細胞間マトリックス
385 細胞性セメント質 有細胞セメント質
389 サブジンジバルカントゥア 歯肉縁下カントゥア
392 サポーティブペリオドンタルセ

ラピー
SPT，サポーティブペリオドンタ
ルトリートメント，サポーティブ
治療，サポーティブセラピー，歯
周サポート治療

メインテナンス

393 暫間固定 永久固定
395 CRP C 反応性タンパク質
397 GTR法 組織再生誘導法，歯周組織再生誘

導法
398 GTR膜 GTRメンブレン 誘導膜，遮蔽膜，保護膜，バ

リアメンブレン，生体親和性
膜

400 GBR法 骨再生誘導法
401 CPI 地域歯周疾患指数 CPITN
403 歯科衛生ケアプロセス 歯科衛生過程 歯科衛生ケア
406 歯冠形態修正 歯冠形態修復
407 歯間鼓形空隙 鼓形空隙
408 歯間刺激子 インターデンタルスティムレー

ター
409 歯冠歯根比 歯冠歯根長比，CR比
412 歯冠長延長術 歯冠延長術
413 歯間乳頭 乳頭歯肉，歯間乳頭歯肉，歯間部

歯肉
414 歯間乳頭再建法 乳頭形成術
417 歯間ブラシ インターデンタルブラシ，歯間清

掃ブラシ
422 ジグリングフォース 反復性外傷力
432 歯根切除 根切除，ルートリセクション，歯

根切断，ルートアンプテーション
ヘミセクション，トライセク
ション，歯根分離，トンネリ
ング

435 歯根分離 ルートセパレーション，歯根分割 歯根切除，ヘミセクション，
トンネリング

436 歯根膜 歯周靭帯
437 歯根膜腔 歯根膜隙，歯根膜空隙
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用語
番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

443 歯周炎 辺縁性歯周炎
446 歯周—矯正治療 限局矯正，小矯正，MTM
447 歯周形成手術 ペリオドンタルプラスティック

サージェリー，歯肉歯槽粘膜形成
術，MGS，歯周形成外科手術

450 歯周疾患指数 PDI
451 歯周—歯内病変 歯内—歯周病変
454 歯周組織検査 歯周病検査
458 歯周膿瘍 急性歯周膿瘍
459 歯周パック 歯周包帯，サージカルパック，ペ

リオドンタルドレッシング
460 歯周病 歯周疾患
462 歯周病活動性 疾病活動性，歯周病活動度，疾病

活動度
463 歯周病感受性 疾病感受性
464 歯周病原細菌 歯周病原性細菌，歯周病原菌，歯

周病細菌
歯周病関連細菌

465 歯周プローブ ポケットプローブ，プローブ，ポ
ケット探針

467 歯周ポケット 真性ポケット
468 歯周ポケット搔爬 キュレッタージ，歯周ポケット搔

爬術
ルートプレーニング，デブラ
イドメント

469 歯周ポケット内洗浄 ポケット内洗浄，ポケットイリ
ゲーション，歯肉縁下イリゲー
ション

474 歯小囊 歯囊
478 自然免疫 非特異的免疫，先天免疫
479 歯槽硬線 歯槽白線，白線
480 歯槽骨 歯槽突起
481 歯槽骨吸収 骨吸収 くさび状骨欠損，垂直性骨吸

収，垂直性骨欠損，水平性骨
吸収

482 歯槽骨整形術 骨整形術，骨整形手術，オステオ
プラスティ，骨形態修正

483 歯槽骨切除術 骨切除術，骨切除手術，オステオ
エクトミー

484 歯槽骨頂切開 歯槽頂切開
485 歯槽頂 歯槽辺縁，歯槽骨頂
486 歯槽堤 歯槽骨
487 歯槽堤整形術 歯槽骨整形術
488 歯槽堤増大術 顎堤造成術
489 歯槽堤保存術 抜歯窩保存術，ソケットプリザ

ベーション
歯槽堤増大術

493 シックル型スケーラー 鎌型スケーラー
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用語
番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

501 歯肉炎 辺縁性歯肉炎 プラーク性歯肉炎，プラーク
単独性歯肉炎

505 歯肉縁下プラーク 歯肉縁下歯垢
508 歯肉炎指数 GI
511 歯肉縁上プラーク 歯肉縁上歯垢
514 歯肉縁切開 歯肉辺縁切開，歯肉頂切開
519 歯肉溝滲出液 歯肉溝浸出液，GCF，滲出液 ポケット内容液
520 歯肉溝内切開 歯肉溝切開
521 歯肉歯槽粘膜境 歯肉歯槽粘膜移行部，MGJ
525 歯肉出血インデックス GBI
529 歯肉切除用メス 歯肉切除用ブレード
530 歯肉線維腫症 歯肉象皮症
531 歯肉増殖症 歯肉過形成症，歯肉肥大症，歯肉

増大症
線維性歯肉増殖症，増殖性歯
肉炎

532 歯肉増大術 歯肉増生術
533 歯肉息肉 歯肉ポリープ
534 歯肉退縮 退縮 歯肉収縮
536 歯肉の適合 アダプテーション
543 歯肉弁根尖側移動術 APF
544 歯肉弁歯冠側移動術 CPF coronally advanced flap 

surgery，CAP
545 歯肉弁側方移動術 側方歯肉弁移動術，LPF
546 歯肉ポケット 仮性ポケット
548 ジフェニルヒダントイン フェニトイン，ダイランチン
553 若年性歯周炎 限局型若年性歯周炎，広汎型

若年性歯周炎，LJP，GJP，侵
襲性歯周炎

557 重度歯周炎 軽度歯周炎，中等度歯周炎
559 修復・補綴治療 補綴治療，最終補綴治療
563 宿主寄生体相互作用 宿主細菌相互作用，ホスト—パラ

サイトインタラクション
566 腫瘍壊死因子 TNF
568 受容側 受容床，受容部位，レシピエント

サイト
569 上顎洞底挙上術 サイナスリフト，上顎洞挙上術
571 上行性歯髄炎 逆行性歯髄炎
578 上皮下結合組織移植術 SCTG
579 上皮性付着 上皮付着 結合組織性付着
583 初期固定 一次固定
587 徐放性薬剤 徐放性薬物
592 侵襲性歯周炎 急速破壊性歯周炎 早期発症型歯周炎，若年性歯

周炎，急速進行性歯周炎，前
思春期性歯周炎
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番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

596 心臓血管系疾患 CVD
602 新付着術 ENAP，新付着手術
612 睡眠時無呼吸症候群 SAS
613 睡眠障害国際分類 ICSD
614 スキャフォールド（再生におけ

る）
足場

618 スケーラー 手用スケーラー，超音波ス
ケーラー，エアスケーラー

619 スケーリング 歯石除去，除石
620 スケーリング・ルートプレーニ

ング
SRP

621 スタビライゼーションスプリン
ト

スタビライゼーション型スプリン
ト

622 スティーブンス・ジョンソン症
候群

皮膚粘膜眼症候群，重症型多形滲
出性紅斑

624 スティルマン改良法 スティルマン原法
631 スプリント治療 オクルーザルスプリント，バ

イトスプリント，ナイトガー
ド

634 スミヤー層 スメア層，スミア層
637 成人性歯周炎 慢性歯周炎
642 生物学的幅径 生物学的幅
643 セクショナルアーチ（矯正治療

の）
セグメンテッドアーチ

644 セクスタント 口腔内 6分割，3分の 1顎
645 セチルピリジニウム塩化物水和

物
CPC

646 接合上皮 付着上皮 ヘミデスモゾーム
647 舌習癖 弄舌癖
648 接触点 コンタクトポイント
655 セメント—エナメル境 CEJ
656 セメント固定式 セメント合着式
658 セメント質（の）剝離 剝離性歯根破折
659 セルフケア オーラルセルフケア
660 線維芽細胞増殖因子 線維芽細胞成長因子 bFGF，FGF—2，塩基性線維

芽細胞増殖因子
663 洗口剤 洗口液，デンタルリンス
664 前思春期性歯周炎 思春期前歯周炎
666 全層弁 粘膜骨膜弁，フルシックネスフ

ラップ，全層歯肉弁
667 選択的咬合調整 選択削合，削合調整
672 槽間中隔 歯槽中隔
675 早期負荷 早期荷重
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番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

677 象牙質知覚過敏 歯頸部知覚過敏，Hys
678 早産・低体重児出産 低体重児早産 早産
680 増殖因子 成長因子，分化増殖因子，細胞増

殖因子
シグナル分子

682 叢生 クラウディング
684 即時負荷 即時荷重
686 ソケットリフト 上顎洞底挙上術
698 Down 症候群 21—トリソミー症
701 多血小板血漿 血小板濃厚血漿，PRP
703 脱灰凍結乾燥骨移植 DFDBA，脱灰凍結乾燥同種他家

骨移植
凍結乾燥骨移植，FDBA

704 脱タンパク質ウシ骨ミネラル 他家骨移植，異種骨移植，凍
結乾燥骨移植（FDBA），脱灰
凍結乾燥骨移植（DFDBA），
リン酸カルシウム人工材，バ
イオガラス，ハイドロキシア
パタイト

707 多能性幹細胞 ES 細胞，iPS 細胞
708 Tannerella forsythia Tannerella forsythensis，Bacte-

roides forsythus
710 炭酸ガスレーザー CO2レーザー
711 短縮歯列 SDA
713 断続縫合 結節縫合
714 担体 キャリア
717 遅延負荷 晩期負荷，遅延荷重
720 チャーターズ法 チャータース法
722 中心位 セントリックリレーション
724 中等度歯周炎 軽度歯周炎，重度歯周炎
730 T 細胞病変 T リンパ球病変
733 堤状隆起 テンションリッジ
734 ディスタルウェッジ手術 ウェッジ手術
735 ディスビオーシス ディスバイオーシス 腸内菌共生バランス失調，腸

内毒素症
737 ティッシュエンジニアリング 組織工学，生体医工学 再生療法，再生医学
739 低ホスファターゼ症 低ホスファターゼ血症，低アルカ

リホスファターゼ血症，低アルカ
リホスファターゼ症

740 テトラサイクリン系抗菌薬 テトラサイクリン系抗生物質 ドキシサイクリン，ミノサイ
クリン

741 デブライドメント デブリドメント，デブリードマン ルートデブライドメント，歯
肉縁下デブライドメント

751 凍結乾燥骨移植 FDBA，凍結乾燥同種骨移植 脱灰凍結乾燥骨移植，
DFDBA
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番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

752 糖尿病 インスリン抵抗性糖尿病，イ
ンスリン依存性糖尿病，イン
スリン非依存性糖尿病

757 トップダウントリートメント 補綴主導型インプラント治療
758 トライセクション ヘミセクション，歯根分割抜

去，歯根分離，歯根切除
759 トランスフォーミング増殖因子 トランスフォーミンググロース

ファクター，形質転換増殖因子，
トランスフォーミング成長因子，
TGF

762 トンネリング トンネル形成 歯根切除，ヘミセクション，
歯根分離

765 内側性固定 内式固定
772 2 型糖尿病 インスリン非依存性糖尿病，non‒

insulin‒dependent diabetes 
mellitus, NIDDM

775 二次手術（GTR 法の） リエントリー手術
780 乳酸脱水素酵素 LDH
783 妊娠性エプーリス 妊娠腫
784 妊娠性歯肉炎 妊娠関連歯肉炎
788 粘膜剝離子 骨膜剝離子
793 バイオガラス 生体活性化ガラス 人工骨，リン酸三カルシウム
797 ハイドロキシアパタイト ヒドロキシアパタイト，HA，

HAP
799 バイファーケーショナルリッジ 根間稜
801 剝離性歯肉炎 慢性剝離性歯肉炎
806 白血球接着能不全症候群 白血球粘着異常症，白血球接着異

常症
810 パピラプリザベーションフラッ

プ手術
乳頭保存フラップ手術，歯間乳頭
保存フラップ手術，PPF，PPT

814 バルカン固定法 B‒スプリント，B‒splints
815 パワードリブンスケーラー パワースケーラー
819 非アルコール性脂肪性肝疾患 NAFLD
824 B 細胞病変 B リンパ球病変 形質細胞病変
827 非吸収性膜 非吸収性メンブレン 吸収性膜
828 非外科的治療法 保存的治療法
829 PISA 歯周炎症表面積
830 非ステロイド性抗炎症薬 NSAIDs，エヌセイズ
832 ビスフォスフォネート関連顎骨

壊死
BRONJ

835 ヒト免疫不全ウイルス HIV
846 病的セメント質 壊死セメント質，軟化セメント

質，露出セメント質
847 日和見感染 菌交代現象
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番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

848 ファーケーションプラスティ ファルカプラスティ，根分岐部形
態修正，分岐部形成術

849 ファーケーションプローブ 根分岐部用プローブ，根分岐部用
探針

ネイバースプローブ

851 ファイル型スケーラー やすり型スケーラー
852 ファセット 咬合小面
854 フィブリンシーラント フィブリン糊
855 フィブロネクチン ファイブロネクチン
857 フェストゥーン McCall のフェストゥーン
858 フェニトイン歯肉増殖症 ダイランチン歯肉増殖症
860 フォーンズ法 描円法
871 不適合修復・補綴装置 オーバーハングマージン，ア

ンダーマージン
872 部分層弁 粘膜弁，パーシャルシックネスフ

ラップ，部分層歯肉弁，スプリッ
トシックネスフラップ

873 プラーク 歯垢，細菌性プラーク，デンタル
プラーク

バイオフィルム

875 プラークコントロールレコード PCR
876 プラーク指数 歯垢指数，PlI
878 プラーク染色液 歯垢染色液，歯垢顕示液，歯垢染

出剤，歯垢染出液
879 プラーク単独性歯肉炎 単純性歯肉炎
882 プラークリテンションファク

ター
プラーク蓄積因子，プラーク停滞
因子，プラーク増加因子，プラー
ク付着促進因子

883 ブラキシズム 歯ぎしり
887 ブラッシング法 刷掃法，歯磨き法
890 フラップキュレッタージ オープンフラップキュレッタージ
891 フラップ手術 歯肉剝離搔爬術，FOP
893 プランジャーカスプ プランジャー咬頭，くさび状咬頭
899 フルバランスドオクルージョン バランスドオクルージョン，両側

性平衡咬合
903 プレディクター（歯周病の） 予知因子
907 プロービング 垂直的プロービング，水平的

プロービング
910 プロービング時の出血 ブリーディングオンプロービン

グ，BOP
912 プロービングチャート ペリオドンタルプロービング

チャート
913 プロービングデプス PD，臨床的ポケット深さ，プロー

ビングポケットデプス，PPD，プ
ロービング値，ポケットプロービ
ング値

ポケットデプス，ポケット深
さ
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番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

915 プロスタグランジン E2 PGE2 アラキドン酸代謝産物
917 プロテアーゼ タンパク質分解酵素 エラスターゼ
918 プロテオグリカン ムコ多糖タンパク質複合体
920 プロビジョナル固定 プロビジョナルスプリント プロビジョナルレストレー

ション，暫間修復・補綴装置，
アクリルレジン冠固定

921 プロビジョナルレストレーショ
ン

プロビジョナル固定

922 プロフェッショナルケア 専門的口腔ケア，プロフェッショ
ナルオーラルケア

923 プロフェッショナルトゥースク
リーニング

PTC，専門的歯面清掃 PMTC

924 プロフェッショナルメカニカル
トゥースクリーニング

PMTC，専門的機械的歯面清掃 PTC

926 併発症 合併症
928 ペニシリン系抗菌薬 ペニシリン系抗生物質 アモキシシリン
929 ヘミセクション トライセクション，歯根分割

抜去，歯根切除，歯根分離
933 ペリオドンタルインデックス PI
936 ペリオドンタルメディシン 歯周医学，ペリオドンタルメディ

スン
937 ペリクル 獲得被膜，アクワイアードペリク

ル
939 ヘルペス性歯肉口内炎 疱疹性歯肉口内炎
943 ペングラスプ 執筆状把持法
946 ホウ型スケーラー くわ型スケーラー
947 包括的歯周治療 マルチディシプリナリーアプ

ローチ，インターディシプリ
ナリーアプローチ

950 ホープレストゥース 予後不良歯，要抜去歯
951 ボーンサウンディング 骨プロービング
954 ポケットデプス 組織学的ポケット深さ プロービングデプス，プロー

ビングポケットデプス
955 ポケット内抗菌薬投与 LDDS
962 ポリメラーゼチェーンリアク

ション
PCR 法，ポリメラーゼ連鎖反応法

963 Porphyromonas gingivalis Bacteroides gingivalis
964 ポンティック形態 オベイト型ポンティック
970 前向き研究 前向きコホート研究 コホート研究
971 マクロライド系抗菌薬 マクロライド系抗生物質 アジスロマイシン
973 マテリアアルバ 白質
974 マトリックスメタロプロテアー

ゼ
MMP

975 マラッセの上皮残遺 マラッセ上皮残遺 ヘルトヴィッヒ上皮鞘
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番号 選定用語 同義語 類義語・関連語

976 マルチディシプリナリーアプ
ローチ

インターディシプリナリーアプ
ローチ

包括的歯周治療

977 慢性歯周炎 成人性歯周炎
979 ミニマルインターベンション 最小侵襲治療，MI
983 無細胞セメント質 原生セメント質
984 無作為比較試験 ランダム化比較試験，RCT
986 Maynard の歯肉退縮分類 Maynard の分類
987 メインテナンス サポーティブペリオドンタル

セラピー，サポーティブペリ
オドンタルトリートメント，
SPT

988 メス ブレード，サージカルブレード，
外科用メス

989 メタアナリシス メタ分析，メタ解析
995 モチベーション 動機づけ コンプライアンス，アドヒア

ランス
996 モディファイドペングラスプ 執筆状変法把持法，執筆法変法，

執筆変法，改良ペングラスプ
999 薬物感受性試験 抗菌感受性試験
1000 薬物性歯肉増殖症 薬物誘発性歯肉増殖症
1004 遊離歯肉移植術 FGG
1005 遊離歯肉溝 辺縁歯肉溝
1006 ユニバーサル型キュレット ユニバーサル型スケーラー，ユニ

バーサルスケーラー，ユニバーサ
ルタイプ

1011 ライフスタイル 生活様式
1013 ラバーチップ 歯間刺激子
1019 リエントリー手術 二次手術
1022 リスクインディケーター ポテンシャルリスクファクター，

プロバブルリスクファクター，
ピュータティブリスクファクター

1023 リスクファクター 危険因子，リスク因子 リスクインディケーター，リ
スクマーカー，プレディク
ター

1024 リスクマーカー リスクプレディクター
1025 リゾチーム ライソザイム
1026 リポ多糖 リポポリサッカライド，リポ多糖

体，LPS
内毒素，エンドトキシン

1027 両側乳頭弁移動術 両側歯間乳頭移動術
1029 リン酸カルシウム人工材 バイオガラス，人工骨
1030 リン酸三カルシウム 三リン酸カルシウム，第三リン酸

カルシウム，TCP
1035 累積的防御療法 CIST
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1039 ルートデブライドメント ルートデブリドメント，ルートデ
ブリドマン，根面デブライドメン
ト

スケーリング，ルートプレー
ニング，ルートキュレッター
ジ，デブライドメント

1041 ルートプレーニング 歯根面の滑沢化，ルートキュレッ
タージ

スケーリング，デブライドメ
ント，ルートデブライドメン
ト

1042 ルートプロキシミティ 歯根近接 歯根離開度
1046 裂開 ディヒーセンス 開窓，フェネストレーション
1047 裂溝形成 グルービング
1049 ロイコトキシン 白血球毒素
1052 ロート状骨欠損 ロート状骨吸収 ロート状拡大
1054 ロールフラップ法 ロールテクニック
1056 ロッキングモーション リスト＆フォアアームモー

ション，手首前腕運動
1057 ロトソニックスケーラー 回転スケーラー
1061 ワイヤーレジン固定 A—スプリント，ワイヤー埋め込

みレジン固定
金属線歯冠結紮固定法，ワイ
ヤー結紮レジン固定

1062 ワンサン口内炎 壊死性潰瘍性口内炎


