下記書籍におきまして「出典」が記載されていない箇所がございました。
以下のとおり記載させて戴くとともに，関係者の方々に深くお詫び申し上げます。
(2011年1月27日 メジカルビュー社編集部)
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【引用・改変引用】
頁 図表
出 典
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120 表1
2005.より引用
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156 図1 R.P.Erhardt 著, 紀伊克昌 訳: 手の発達機能障害, p.56-59, 医歯薬出版, 1988.より引用
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