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あとがき 

 あわただしい年の瀬を迎える季節となりました。本誌第7 号をお届け致します。 

 今回は土屋雅春教授による特別講演“消化吸収に於ける小腸刷子縁酵素とリンパ系”と、新企画とし

てシンポジウム“吸収不良症候群に於ける病態把握とその栄養管理”は、特に基礎的分野と臨床分野

の、いわばjoint conference の形式を取りあげられており、会員諸兄姉にとって大変有益と思います。 

 さて第15回総会にて決定したように、学会という名称変更と同時に新しい編集委員も選出されました。

その委員会が行われ本誌に対する活発な意見が取り交わされ、特に内容充実（論文、総説および症例

報告）について、また発刊回数（2回以上）などが論議されました。 

 しかし諸般の事情により今回は従来通りのプロシーディング形式にとどめました。なお投稿規定も変更

になりましたので、次回よりは規定通りの投稿をお願い致します。今後共本学会発展と本誌の内容充実

に会員諸兄姉の一層のご助力をお願い申し上げます。 

川島 祐 

 


