日本酸化ストレス学会 会員の皆様へ

Young Investigator Award

公募のお知らせ

日本酸化ストレス学会では、若手研究者奨励の為に、関連学会での発表者に
Investigator Award（奨励賞） を授与しております。

Young

今年は、２年に一度の SFRR Asia の開催年になりますので、選考を予定しております。
賞は２種類
１）SFRR ASIA の YIA
アジアの若手会員から 6-8 名程度
賞状ならびに副賞が授与されます。
賞は 4 種類予定。種類によって副賞が変わります。
（現金もしくはジャーナルの無料購読 1 年分など）
※発表は会期中の懇親会の表彰式において。
２）日本酸化ストレス学会 奨励賞 ５名程度
賞状ならびに副賞(2 万円程度)が授与されます。
※発表は会期中の懇親会の表彰式もしくは事務局が定めた方法。
応募条件は下記の通りです。
・日本酸化ストレス学会 会員（今年度の会費納入済みに限る。）
・学生、ポスドク、またそれに準じたもの
・演題発表（口頭もしくはポスター）の筆頭演者
・学会に参加しているもの（演題のみ応募して欠席の場合は不可）
※今回の対象は 第８回 SFRR Asia(西安・中国・2017.9.8-11 開催)です。
・年齢：40 才未満

事前公募となっております。是非、奮ってご応募下さい。
※SFRR Asia ならびに SFRR Japan の双方に申し込んでも結構ですが、受賞は
SFRR Asia が優先され、両方を受賞することは出来ません。
【応募書類】
→

SFRR Asia

（MS Word の添付ファイルにてお送り下さい。）
YIA：

・ 応募抄録 （英文）※7th SFRR Asia に演題応募済みのもの！
※中国事務局から受信された受付番号を必ず記載下さい。
・略歴（A4 1 枚程度）（英文）★生年月日・性別は必ず記載下さい。
・送信先： SFRR Asia 事務局 <sfrrasia@koto.kpu-m.ac.jp>

応募締切：2017 年 8 月１５日（火）
→

日本酸化ストレス学会

YIA

・ 応募抄録 （英文）※8th SFRR Asia に演題応募済みのもの！
※中国事務局から受信された受付番号を必ず記載下さい。
・略歴（A4 1 枚程度）（和文）★生年月日・性別は必ず記載下さい。
・送信先： 日本酸化ストレス学会 事務局
<sfrrj@koto.kpu-m.ac.jp>
※応募締切：2017 年 8 月 15 日（火）
各メールアドレス宛、添付ファイルにてお送り下さい。
※8th SFRR Asia の詳細は下記ＨＰをご参照下さい。

http://8sfrr-asia14asmrm.csp.escience.cn/dct/page/1

Young Investigator Awards (YIA) of SFRR Asia
2017

Apply now!
Young investigators Award of SFRR Asia is given at the occasion of
every SFRR Asia/SFRR International biannual Meeting.
This year, 8th SFRR Asia Biennual meeting will be held in Xi’ an, China from
September 8th to 11th,2017.
<Candidates>
Based on:
- a member of SFRR Asia (must paid annual fee of 2017)
- students or postdoctoral fellows (or similar position)
- submitted abstract and the presentation of the work at the annual meeting,
either in oral or poster.
- must be the first author on a submitted abstract
- must attend the meeting and present at Awarding ceremony.
YIA awardees will receive official certification and cash or free online
subscription of Free Radical research for one year, depend on the order.
To apply:
Send the abstract which you already submitted to 8th SFRR Asia Meeting
and C.V.(A4 sheet/1page, included Date of Birth and Gender) to SFRR Asia
Secretariat (<sfrrasia@koto.kpu-m.ac.jp> )

by August 15th, 2017 (Thuseday).
You may simultaneously apply for SFRR Asia membership when submitting an
abstract and C.V. for a YIA.
The judging committee from SFRR Asia executive committee will review
submitted abstracts and C.V. And also check their presentation on-site.
The result will be announced at the occasion of awarding ceremony.
We look forward to receiving many applications!!!
SFRR Asia
※Please be sure that nobody is able to receive awards in duplicate.

The 8 th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia
(SFRR-Asia)
Further information:
http://8sfrr-asia14asmrm.csp.escience.cn/dct/page/65540

