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〈⽤語〉 〈英語表記〉 〈同義語〉
ＩＳＯ規格       ISO standard
MK鋼 MK steel
MRI MRI 磁気共鳴診断装置
MRI アーチファクト MRI artifact
アルニコ磁⽯ Alnico magnet
維持装置 retainer ⽀台装置
異種⾦属接触腐⾷ galvanic corrosion 異種⾦属接触腐敗
維持⼒ retentive force
インプラント義⻭
エアギャップ implant denture
air gap インプラント⽤義⻭
永久磁⽯ permanent magnet
オーバーデンチャー overdenture 残根上義⻭
KS鋼 KS steel
開磁路 open magnetic circuit
ガウス（G） gauss
核磁気共鳴現象 Nuclear Magnetic Resonance 核磁気共鳴
可撤式キーパー removable keeper
緩圧装置 stress breaker
キーパー keeper 保持⼦
キーパーキャリヤー keeper career
キーパー先⾏法 keeper coping キーパー先⾏型
キーパーハウジング keeper housing
キーパーホルダー keeper holder
キーパー付根⾯板 root coping with keeper キーパー根⾯板
キーパートレー keeper tray
キーパーボンディング法 keeper bonding method ダイレクトボンディング法，合着法
希⼟類⾦属 rare earth metal
希⼟類元素 rare earth element
希⼟類磁⽯ rare earth magnet
キャップ型 cap type
キーパー並⾏法 regular way of ascetic practices
吸引⼒ suction force/attractive force 維持⼒／復元⼒
吸引⼒測定法 attraction measuring method
キュリー温度 curie temperature キュリー点
強磁性材料 ferromagnetic substance 強磁性材料
均⼀磁場 uniform magnetic field
クーロンの法則 Coulomb's law
硬質磁性体 hard magnetic body
根⾯板 root coping
根⾯アタッチメント stud attachment
根⾯キャップ rhizoplane cap root cap, coping
再着磁 re-magnetizing
最⼤エネルギー積 maximum energy product
サマリウム・コバルト磁⽯ samarium cobalt magnet Sm-Co磁⽯
三次元磁場解析 three-dimensional magnetic field analysis
サンドイッチ型 sandwich type
残留磁化 residual magnetization
残留磁束密度 residual magnetic induction
鋳造⽤磁性合⾦ magnetic alloy for dental casting ⻭科⽤鋳造⽤磁性合⾦
⻭冠外磁性アタッチメント extracoronal magnetic attachment
磁化率 magnetic susceptibility
磁気⼯学 magnetic engineering
磁気治療 magnetic treatment
磁極 magnetic pole
磁区 magnetic domain
磁⽯構造体 magnetic assembly
磁性アタッチメント magnetic attachment
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磁性ステンレス鋼 magnetic stainless steel
磁性体 magnetic body
磁束 magnetic flux
磁束密度 magnetic induction
磁場 magnetic field
磁場解析 magnetic field analysis
磁壁 magnetic domain wall
磁気⼒ magnetic force 磁⼒
磁⼒線 line of magnetic force
スタッドアタッチメント stud attachment
スプリット・ボール型 split ball type
⽯膏ダミー gypsum dummy
着磁 magnetizing
鋳接法 welding method
超伝導 superconductivity
直流磁場 direct current magnetic field
定常磁場 routine magnetic field
テスラ（T） tesla
電磁気学 electromagnetism
電⼦スピン electronic spin
軟性磁性体 soft magnetic body 軟質磁性体
軟磁性ステンレス鋼 soft magnetic stainless steel
ネオジム磁⽯ neodymium magnet Nd-Fe-B磁⽯
ハウジング housing
ハウジングパターン housing pattern
ハウジングダミー housing dummy
⽩⾦磁⽯ platinum magnet
反磁性体 diamagnetic material
反磁場 demagnetization
⾮磁性材料 non magnetic material ⾮磁性物質
⾮磁性ステンレス鋼 non-magnetic stainless steel ⾮磁性ステンレス
フィメール female
フェライト磁⽯ ferrite magnet
不均⼀磁場 non-uniform magnetic field
腐⾷ corrosion
不対電⼦ unpaired election
閉磁路 closed magnetic circuit
変動磁場 change magnetic field
飽和磁化 saturated magnetic field
飽和磁束密度 saturated magnetic induction 飽和磁⽯密度
マグネットカード magnet card
マグノテレスコーピッククラウン magno-telescopic crown MT冠
マックスウェル⽅程式 Maxwell equation
マイクロ・レーザー溶接法 leak magnetic flux
漏れ磁束 microlaser welding method
メタルハウジング metal housing
メール male
ヨーク York
漏洩磁場 stray magnetic field/leak magnetic field 漏洩磁界


