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の関係者にご紹介するために、 当協会が橋渡しをさ
せていただくことにしたものです。
A-, an

｜申込要領｜
申込先 ：財団法人日伯協会
申込方法：
住所、 氏名、 電話番号、 部数を明記して
Info@niooaku ・ k.or.io 宛お申し込みください
支払方法
お申込と同時に下記口座あてにご送金ください
入金を確認し次第発送します
送金先
三井住友銀行 神戸営業部
財団法人日伯協会
口座番号 1 2 7 0 0 5 1
振込手数料は振込人負担としてください
お問合せ先
財団法人目伯協会

非、1!1t、欠如！の意味を召使す
hi, mu, ketsujo no imi o

abasia 歩行不能Hl宣］ hoko fi』no [sho].

Abasia.

a raw踊u settOgo. A・，Q/1•.

abasico

ぞれ）の賂 shoho ni mochiiru girisha

abatimento

AA処)iに尉いるギ汐シャ諮問品（それ
go ami (sorezore) no ryaku. AA. iiii,
a-,

ab・

様脱の意味をき長す接頭部

rid且包u no imi oaraw苗su settogo. A-.

abacto 人工統i!li

ab-.
jinko ryilzan. Abactio,

歩行不能のhokiるおno no.

Abasic, abatic.

衰弱suijaku，意気消沈

ikl shochin.悦akness.
abatista
ki.

d、円錐穿碩�剖1oe剛isento

Abaptisto11.

aha.xi.al

輸外のjt刷gai no,

背犠の

－軸の反対ぷのichi jiku

haijiku no,

no hantai ten no. Aba.rial.

abdome

腹 hara,

Abdomen, belly.

abdome 噌udo:

腹部fulrubu.

急性腺症kyO.sei

fukusho，急性腹部疾患k同sei ぬkubu
shikkan. Aαlleabdom飢
a. em ac6tdio：

アコ ー デイオン傑

腹akcトdion yoぬku.
a. pend叫釘：

Accordion a.

ぬ＂'U.

下垂腹 kasui

Pendulous abdomen.

a. protuberantc：険起腹ryilki fuku.

Protuberant a.

abdomin(o）・

腹の怠味を戒す後頭

蹄hara no imi o釘awasu settOgo.
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Abdomin(4吟．

abdominal
fukushiki

般のhara 110,

no,

Abdominal.

lll郷の

parcdc abdominal：

Abdominal

、11

•a/l.

腹式の

ぬkubu

no.

腹壁fuk曲eki.

