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あとがき 

 前号までは発刊がかなり遅れ、編集委員会に於いてもこの点の指摘があり、研究会より学会への名

称変更したこの機会に、出来るだけ早く発刊するための努力を行ないました。このために抄録の提出期

限を守って頂く様各演者の先生方にお願いし、この御協力によりVol. 8 をこれまでより半年も早く発刊

する運びとなりました。 

 また本号より学会誌として表紙の一部変更を行ないましたが、今後は英文抄録の掲載についても検

討し、学会誌として一層充実したものにして行きたいと考えております。 

岩崎 有良 

 


