第５回「日本小児循環器学会

高尾賞」応募要項のお知らせ
日本小児循環器学会理事長
同顕彰委員長

安河内
三谷

聰
義英

日本小児循環器学会では、この度第５回「日本小児循環器学会高尾賞」の候補者を募集いたします。
自他薦を問いませんので、皆さんから広く応募をお待ちいたします。なお応募に際しては、応募要
項ならびに顕彰規約をご参照ください。

１．目的
本賞は、小児循環器医学の発展に多大な功績を残された元日本小児循環器学会理事長、故高尾
篤良東京女子医科大学名誉教授を追悼記念するとともに、小児循環器医学の発展に顕著な功績
のあり、今後もこの分野で継続的に中心的な役割を果たすことが期待できる研究者を選定し、
顕彰することを目的とする。

２．応募資格
1) 本賞は，近年（過去５年間）において小児循環器医学の各分野（基礎研究，臨床研究，学会
活動，医療活動など）において継続的に顕著な業績をあげた研究者に対して行うものとする。
年齢制限は設けない。
2) 申請時に継続して５年以上会費を完納した日本小児循環器学会会員であること。
3) 応募は１施設（１教室）から１名とし、他の学会賞への応募と重複しないこと。

３．応募期間
2015 年 2 月 2 日(月)〜2015 年 3 月 31 日(火)

４．応募方法
1) 履歴書
2) 顕彰委員会が規定した応募用紙（過去５年間の業績の詳細を含む）
3) 代表的論文３編の別冊もしくはコピー
4) 日本小児循環器学会評議員２名による推薦状（２部）
以上の書類をまとめて，上記期間内に下記宛に書留もしくは特定記録で郵送すること。
〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30

イタリア文化会館ビル8F

株式会社メディカルトリビューン内
日本小児循環器学会事務局

顕彰委員会委員長（高尾賞選考）三谷義英 宛

５．選考方法
1) あらかじめ顕彰委員会委員長が指名した選考委員の評価に基づき顕彰委員会が受賞者を選
考し、学会理事長が決定する。
2) 選考結果は日本小児循環器学会総会において報告する。

６．表彰
日本小児循環器学会総会において表彰し、盾および副賞１０万円を贈る。

７．その他
受賞者は、その業績について日本小児循環器学会学術集会において講演を行うとともに、日本
小児循環器学会誌に総説を執筆する。

※高尾賞顕彰規約ならびに高尾賞応募用の推薦状・履歴書・業績記載書は近日中に学会ホームペー
ジ(会員専用ページ)に掲載される予定ですので、ご確認下さい。

日本小児循環器学会ＹＩＡ論文募集のお知らせ
日本小児循環器学会理事長
同顕彰委員長

安河内 聰
三谷 義英

本年も顕彰委員会では「YOUNG INVESTIGATOR'S AWARD=YIA」の選考ならびに表彰を行います。つ
きましては皆様から、候補論文の応募を以下の要領でお願い致したく、ご案内申し上げる次第です。
対象者は和文・英文とも各 2 名以内です。奮って御応募ください。
１．応募資格
１）応募時に少なくとも 1 年以上の日本小児循環器学会会員歴および最低 1 回の学術集会への
参加歴を有し、論文発表時に 40 歳未満の者。
２）国内の他学会へ応募している論文でも、受賞論文でないもの、又は受賞が未定のものも受
け付けます。申し込み時に『○○学会へ応募中』と付記してください。ただし、当学会の
YIA の決定の前に、国内の他学会において対象論文により受賞(YIA に限らずすべての賞が
対象)が決定した場合には、速やかにその旨を届け出て、応募を辞退すること。
２．対象論文
表彰を行う年の前年（今回は 2014 年=平成 26 年）の 1 月から 12 月までに発表された原著論文
で、かつ小児循環器学に貢献する独創的研究で、臨床研究および基礎研究を問わない。オンラ
イン報告のある論文では、オンライン報告日を発表日とみなす。
１）日本小児循環器学会雑誌掲載の論文（選考委員会で抽出する）
２）欧米の雑誌（peer-reviewed journals）に査読を経て掲載された論文で、その研究が国内
で行われたもの
３）その他、国内の他の雑誌（peer-reviewed journals）に掲載された論文
３．応募方法
当該論文別刷（ないしはコピー）を７部、簡単な履歴書（生年月日記載）
、所属長の推薦状を添
えて、下記の要領で顕彰委員長に書留もしくは特定記録で郵送すること。
４．選考は，理事長、顕彰担当理事らによって行われる．
和文 ２名以内

表彰状、副賞 ７万円／名

英文 ２名以内

表彰状、副賞 ７万円／名

５．受賞者は，総会・学術集会時に表彰される(奨励金も授与)．
６．応募期間
2015 年 2 月 16 日(月)〜4 月 30 日(木)（必着）
７．送り先
〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル 8F
株式会社 メディカルトリビューン内
日本小児循環器学会 顕彰委員会委員長（ＹＩＡ選考）
三谷 義英 宛
多数の応募をお待ちしております．

日本小児循環器学会 Case Report Award 論文募集のお知らせ
日本小児循環器学会理事長
同顕彰委員長

安河内
三谷

聰
義英

2015 年から日本小児循環器学会では、Case Report Award を新しく設けました。つきましては皆
様から、候補論文の応募を以下の要領でお願い致したく、ご案内申し上げる次第です。奮って御応
募ください。

１．応募資格
1）応募時に少なくとも 1 年以上の日本小児循環器学会会員歴および最低 1 回の学術集会への参
加歴を有する者。発表時の年齢を問わない。
2）当学会の受賞の決定の前に、日本心臓病学会等の国内外他学会において対象論文により受賞
が決定した場合には、速やかにその旨を届け出て、応募を辞退すること。
２．対象論文
表彰を行う年の前年
（今回は 2014 年＝平成 26 年）の 1 月から 12 月までに発表された症例報告、
ケースシリーズ報告ないしイメージングの報告で、かつ小児循環器学に貢献する独創的ないし
臨床的に重要でインパクトの高い報告。日欧米の雑誌（peer-reviewed journals）に査読を経
て掲載された報告で、その報告が国内で行われたもの。オンライン報告のある論文では、オン
ライン報告日を発表日とみなす。
３．選考は、理事長、顕彰委員長らによって行われる。
２名以内／年

表彰状、副賞５万円／名

４．受賞者は、総会・学術集会時に表彰される(奨励金も授与)。
５．応募期間
2015 年 2 月 16 日(月)〜4 月 30 日(木)（必着）
６．応募方法
当該論文別刷（ないしはコピー）を７部，簡単な履歴書（生年月日記載）
，所属長の推薦状を添
えて，下記の要領で顕彰委員長に書留もしくは特定記録で郵送すること。
７．送り先
〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル 8F
株式会社 メディカルトリビューン内
日本小児循環器学会 顕彰委員長（Case Report Award 選考）三谷 義英

宛

「日本小児循環器学会

功労賞」設立のお知らせ
日本小児循環器学会理事長
同顕彰委員長

日本小児循環器学会では，本年から「日本小児循環器学会

安河内
三谷

聰
義英

功労賞」を設立致しましたので

お知らせ致します．
１．目的と対象者
本賞は、小児循環器学会の学会活動に長年に渡り多大な功績を残された方、或は本邦に
於ける小児循環器学の発展に顕著に寄与された方を称える賞。年齢制限は設けない。
内科系

１名／年

外科系

１名／年

２．選考方法
理事長、副理事長、顕彰委員会の推薦とその後の理事会、顕彰委員会での討議を経て理
事会で決定される。
３．表彰
日本小児循環器学会総会において表彰し、盾および副賞１０万円を贈る。

Miyata Foundation Award

日本小児循環器学会研究奨励賞 募集
日本小児循環器学会理事長
同顕彰委員長

安河内 聰
三谷 義英

宮田財団からの年間１００万円の寄付を受け、研究体制、実績に基づき独創的な小児循環器研究（基
礎、臨床）を遂行する研究者に助成をおこなう。
１．応募資格
１）応募時に少なくとも 1 年以上の日本小児循環器学会会員歴および最低 1 回の学術集会への
参加歴を有し、論文発表時に 45 歳未満の者。
２）公的ないし民間の研究助成申請を同じ研究で行う場合は、申し込み時に『○○研究助成へ
応募中』と付記してください。ただし、応募締め切り日前に、他の研究助成が決定した場合に
は、速やかにその旨を届け出て、応募を辞退すること。日本小児循環器学会研究委員会研究と
は、同時に申請できる。
３）応募者は、同時に複数の申請、受賞の翌年には申請できない。
２．対象研究計画
研究体制、実績に基づいた、小児循環器学に貢献し得る独創的な「研究計画」で、臨床研究お
よび基礎研究を問わない。単年度の助成を行う。
３．応募方法
所定の様式に従い、研究計画（応募ファイルは追って掲示）
、論文業績、簡単な履歴書（生年月
日記載）、所属長の推薦状を添えて、下記の顕彰委員長宛に書留もしくは特定記録で郵送する。
４．選考は、理事長、顕彰委員会、指名された学術経験者によって行われる。
受賞者は、年間２名程度とする。
５．受賞者は，学術集会開催中総会前に表彰される．受賞から２年後に、報告書を下記の顕彰委員
長宛に郵送で提出する。報告書は、小児循環器学会雑誌に掲載が予定される。
６．応募期間
2015 年 2 月 16 日(月)〜4 月 30 日(木)（必着）
７．送り先
〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル 8F
株式会社 メディカルトリビューン内
日本小児循環器学会 顕彰委員会（Miyata Foundation Award 選考）
三谷 義英 宛

多数の応募をお待ちしております．

