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第 91 回大会奨励賞申請についてご案内いたします。日本組織培養学会奨励賞は 40 歳以下の若手研究者を対

象としており、将来性ある若手研究者の研究を奨励し、本学会の活性化を図ることを目的としております。若手

研究者の皆さまにはその受賞を目指して、第 91 回大会でも多数の奨励賞演題の応募を期待しています。 

 

1．申請資格 

• 申請時に日本組織培養学会の会員であること。 

• 2018 年 4 月 1 日現在で 40 歳以下であること。 

• 今大会にて発表する奨励賞応募演題の筆頭発表者であること。 

• 日本組織培養学会 奨励賞を未受賞であること。 

 

2．応募方法 

申請用紙を本学会ホームページよりダウンロードしてご記入ください。申請書類には、本学会評議員の推

薦状が含まれます。推薦者の捺印や直筆サインは不要ですが、必ず推薦者の承諾を得てください。申請書類

をメール添付にて「6.問い合わせおよび申請書送付先」宛てに送付してください。書面審査の上、奨励賞演

題の登録可否を通知いたします。奨励賞演題の登録が認められた場合、大会ホームページから演題抄録の登

録を行っていただきます。奨励賞演題の登録可否の通知は 2 月中旬までを目途に行います。 

申請用紙ダウンロード URL： http://jtca.umin.jp/shourei/YIA-ApplicationForm_2018.docx 

 

3．応募〆切 

2018 年 1 月 31 日 (水) 

※奨励賞演題登録が認められる前にオンライン抄録登録は行わないようお願いいたします。 

 

4．発表形式 

今後、ウェブサイトの大会ホームページにて詳細をご案内いたします。なお、前回大会においては、口頭

発表（発表＋質疑応答 12 分）とポスター発表を行っていただきました。 

 

5．受賞者の皆様へのお願い 

受賞者は以下の学会活動へのご協力をお願いします。 

(1) 会員通信へ「受賞の感想」を寄稿する。 

(2) 受賞題名に関連する論文 (原著、または総説) を本学会機関誌 （Tissue Culture Research  

Communications）に投稿する。 

 

6．問い合わせおよび申請書送付先 

筒井健夫 < ryuryu@tky.ndu.ac.jp > 

日本歯科大学 生命歯学部 薬理学講座 

〒102-8159 東京都千代田区富士見 1-9-20 

Tel: 03-3261-8311 内線 2336   

Fax: 03-3264-8399 
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Young Investigator Award (YIA), Application and Presentation 

1. Applicants must meet the following criteria 

Be the member of "Japanese Tissue Culture Association". 

Be equal to or less than 40-year-old on April 1, 2018. 

Be the first author of presentation of title applied for young investigator award. 

Do not receive "Young Investigator Award of Japanese Tissue Culture Association" previously. 

 

2. Presentation 

The style of presentation will be announced in the "The 91th Annual Meeting Website". For reference, 

the style of presentation in 2017 meeting was 12-min oral presentation and discussion on poster 

display. 

 

3. Awardees are requested; 

(1) to submit the comments of impression for getting the Young Investigator Award to News Letter 

of Japanese Tissue Culture Association soon after the Annual Meeting, 

(2) to submit the paper (regular articles or review articles) to "Tissue Culture Research 

Communications" by the consistent title applied to Young Investigator Award after the Annual 

Meeting. 

 

4. Application 

Download the application form from JCTA website. Please fill the form and apply to the below address 

by both e-mail and registered mail. Please keep in mind that this form includes the testimonial 

written by councilor of Japanese Tissue Culture Association. After the acceptance and approval of 

application, you will be requested to submit the abstract through online registration in the Annual 

Meeting website. 

Download the application form; http://jtca.umin.jp/shourei/YIA-ApplicationForm_2018.docx 

 

5. Deadline of application. 

January 31, 2018 

Please do NOT submit to online registration BEFORE the approval of application by YIA office. 

 

6. Address. 

Inquiry and an application form to 

Takeo Tsutsui, DDS, Ph.D. 

Professor 

Department of Pharmacology 

The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Tokyo 

1-9-20 Fujimi Chiyoda-ku 

Tokyo 102-8159 Japan 

TEL: +81+3-3261-8311 Ext.2336 

FAX: +81+3-3264-8399 

E-mail: ryuryu@tky.ndu.ac.jp 
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