
日本糖尿病学会 DI Best Impact Award 規定 
 

名称 DI Best Impact Award 
目的 本賞は、Impact Factor（IF）の取得および高い IF の継続を目指し、

質の高い論文を呼び込み、学会英文誌 Diabetology International（DI）
を国際誌として発展させることを目的とする。 

対象 DI 創刊時から掲載された全論文の内、原著論文（Original・Case 
Report・Short Communication など）を対象とする。総説や依頼論文

（Editorial・Commentary・Report of the Committee・Review・Letter 
to the Editor など）、企業主導（Sponsored）の治験の Primary 論文

は対象外とする。 
受賞した同一著者の同一論文は、次年度以降の選考対象とはしない。 

選考方法 本規定の「目的および対象」に従って選考する。 
▼第一次審査： 

表彰年度前年までに issue に収載された論文の内、前年 12 月まで

の過去 3 年間の引用数をカウントする。引用数上位から 10 篇を基

本として候補論文を選出する。 
▼第二次審査： 

選考委員による Quality 評価を行い、最終審査とする。 
賞状・副賞 賞状および副賞を贈る 
受賞数 1 篇 
表彰時期 当該年の年次学術集会期間中に実施する。 
選考委員 選考委員会委員は、DI 編集委員会から、担当理事 1 名と各ブロック

（北海道・東北支部、関東甲信越支部、近畿支部、中部・中国四国支

部、九州支部の 5 ブロックとする）から各 1 名、計 5 名を選出し、

合計 6 名の委員をもって構成する。 
その他 この表彰規定は 2021 年度より適用し、実施する。 

以上 
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The Japan Diabetes Society: DI Best Impact Award 
 

Award Title DI Best Impact Award 
Aim This Award is established aiming for maintaining the quality of 

Diabetology International (DI) and the acquisition of high 
Impact Factor. Develop and expand DI as an international 
Journal. 

Award 
Eligibility 

Entire articles published in DI in the categories of Original, 
Case Report and Short Communication. Exclude Editorial, 
Commentary, Report of the Committee, Review, Letter to the 
Editor, and sponsored articles with clinical trials. 
The same article cannot be awarded twice. 

Selection 
Process 

In accordance with Aim and Eligibility of this Award. 
▼First gate： 

As a standard, top 10 articles issued by the previous year with 
highest citation will be selected from the Web of Science 
index. Citation will be counted from April to December for 
three years before the year awarded. 

▼Second gate： 
Nominating Committee selects one article with high quality. 

Awards Honorary certificate and a supplementary prize 
Number of 
papers 

1 article 

Award 
Presentation 

The award ceremony will be held at the Annual Meeting of JDS. 
A certificate and prize money will be given to the recipient. Also, 
the recipient will be asked to give a commemorative speech 
during the Annual Meeting. 

Nominating 
Committee 

Members of Nominating Committee will be selected from the 
Associate Editors of DI. Composed with five members from each 
chapter* and one Director of JDS in charge of DI, 6 members in 
total.  *7 chapters of JDS will be divided into 5 blocks. 

Others This award will be effective from FY 2021. 
 

Established 15/12/2019 

The Japan Diabetes Society 


