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第 93 回大会 奨励賞申請 (第 2 期)と発表について 

教育・奨励賞担当幹事  中村 和昭・筒井 健夫 

 

第 93 回大会奨励賞申請についてご案内いたします。新型コロナウイルス感染症拡大に伴

いまして、2020 年度に予定されていた第 93 回大会は 2021 年度に延期となりました。延期

の判断がなされる前に、奨励賞の申請受付が行われ、書類選考も終了していたことから、幹

事会での審議の結果、書類選考通過者にWeb 会議システムを用いた発表を行っていただき、

奨励賞の審査を行いました。これにより審査されました奨励賞を第 93 回大会奨励賞（第 1

期）といたしまして、奨励賞受賞者を選考いたしました。この度、延期された第 93 回大会

におきましても、第 93 回奨励賞（第 2 期）として奨励賞演題の募集を行います。 

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 93 回大会でも多数の奨励賞演題への応募がなされることを

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。 

• 2021 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。申請書類を電子メール添付にて「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 5 月下旬を目途に行います。 

 

3．応募〆切 

2021 年 4 月 26 日 (月) 

※奨励賞演題登録が認められる前に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。 

 

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  
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Research Communication) に投稿する。 

 

6．問い合わせおよび申請書送付先 

中村 和昭 （E-mail; nakamura-kz@ncchd.go.jp）  

 

 

 

 

 

 

 

Young Investigator Award (Second Term), Application and Presentation 

The 93rd annual meeting scheduled for 2020 has been postponed to 2021 due to COVID-19. 

Before the decision to postpone the 93rd annual meeting, the applications for the Young 

Investigator Award (YIA) selection were accepted and the document screening was 

completed. As a result on the deliberation at the Executive Meeting, the candidates made 

presentation on the web conferencing system, and the winners were judged by the 

Executive Meeting member. This winner is the first term winner of the 93rd annual meeting. 

We will start accepting applications for the YIA (Second term) for the 93rd annual meeting in 

2021. We hope that a large number of young researchers will apply for the YIA presentations 

at the 93rd annual meeting with the aim of receiving the award. Please apply according to 

the application guidelines below. 

 

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, 2021. 

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

Did not receive "Young Investigator Award of Japanese Tissue Culture Association" 

previously. 

 

2. Presentation 

The style of presentation will be announced in the "The 93rd Annual Meeting Website".  

 

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. 
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4. Application 

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

below address by e-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. 

 

5. Deadline of application. 

  April 26, 2021 

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

office. 

 

6. Address. 

Inquiry and an application form to 

Kazuaki Nakamura, Ph.D. 

E-mail: Nakamura-kz@ncchd.go.jp 


