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あとがき
消化と吸収Vol. 22 No. 2 をお届けします。第30 回日本消化吸収学会での発表に加え、DDW-Japan
1999 のシンポジウム「消化吸収障害をめぐる新たな展開－基礎から臨床へ」の発表を掲載いたしまし
た。
第29回日本消化吸収学会総会において学会賞が初めて授与されましたが、本年度は第2 回学会賞
として岸和廣氏の発表された「スクラーゼ・イソマルターゼ遺伝子発現の日内リズムと核内転写調節因
子との関連」が高く評価されました。岸氏は静岡県立大学、食品栄養科学部に所属されており、PhDで
あります。この授賞は本学会の性格を、はからずも明らかにした点でも極めて有意義であり、今後の学
会運営において、充分に考慮されるべきであります。
本学会とDDW-Japanとの関係については、この数年間理事会において検討が加えられてきました。明
年度より本学会はDDW-Japan2000において演題を発表することになりました。7 月9 日開催の理事会
では10 年度の決算報告もなされ、昭和60 年に正式に日本消化吸収学会となって以来、初めて赤字決
算となったことを平塚秀雄会計担当理事が報告されました。このことはDDW-Japanとの関係の将来像と
のかかわりなしとはいえません。新たに就任された荒川泰行理事長の若さと手腕に期待する所、大であ
ります。
前記のごとく、今年度の本学会の発表は2000年10 月25 日（水）～ 28 日（土）の4 日間、神戸市で
開催されます第8 回日本消化器関連学会週間（Digestive Disease Week－ Japan 2000）においてなさ
れます。本号に掲載されている演題募集要項も従来とは異なっておりますので確認されますようお願い
いたします。
（S・N）

