公益財団法人国際耳鼻咽喉科学振興会
平成 27 年度（2015 年度）事業報告

(項目)定款第 4 条に基づき下記の事業を行った。
１．研究助成事業
１）若手外国人留学生に対する研究助成「杉田 SPIO 研究助成金」
耳鼻咽喉科学及び関連分野における優れた研究を行う外国人若手研究者を公募し、選考の結果、受賞
者及び助成額は以下のとおり。交付式は 27 年 12 月 17 日に開催された。
(1) ヌルマイマイテイ モラ : Nuermaimaiti Maola（中国）30 万円
順天堂大学 耳鼻咽喉・頭頸科（指導教授：池田

勝久）

「粘表皮癌各組織形態に基づいたキメラ融合遺伝子検出と新たな分子標的の同定」
(2) メフメト オズグル アヴィンチサル : Mehmet Özgür Avinçsal（トルコ）30 万円
神戸大学大学院医学研究科外科系講座 耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野（指導教授：丹生 健一）
「B7-1 遺伝子導入による頭頸部癌に対する腫瘍免疫治療の開発に関する研究」

２）①若手日本人研究者に対する助成「戸田 SPIO 奨学金」
海外の学会で研究発表あるいは研究のための留学をする日本人若手研究者を公募し、選考の結果、以
下の 7 名に各々奨学金 20 万円を交付した。
(1) 石川 正昭（京都大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
ドイツ チュービンゲン大学病院 耳鼻咽喉科
留学目的：ナノテクノロジーを用いた人工内耳の開発
留学期間：2015 年 4 月～ 2017 年 3 月
(2) 南 修司郎（国立病院機構 東京医療センター 耳鼻咽喉科）
米国 ARO 39th MidWinter Meeting, San Diego, California
学会開催期間：2016 年 2 月 20 日～2 月 24 日
(3) 永井 賀子（東京医科大学 耳鼻咽喉科学分野）
イタリア 7th International Symposium on Meniere's Disease and Inner Ear Disorders, Rome
学会開催期間：2015 年 10 月 17 日～10 月 20 日
(4) 小笠原 徳子（札幌医科大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座）
米国 Allergy-Immunology Division, Northwestern University
留学目的：上皮細胞から解析する慢性副鼻腔炎の病態
留学期間：2016 年 4 月～2018 年 3 月
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(5) 福角 隆仁（大阪大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
米国 University of California, San Diego
留学目的： 頭頸部癌細胞の研究
留学期間：2016 年 4 月～2018 年 3 月
(6) 高橋 秀聡（公立大学病院 横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科）
米国 The University of Texas, MD Anderson Cancer Center
留学目的：頭頸部扁平上皮癌の基礎研究
留学期間：2016 年 4 月～2018 年 3 月
(7) 川北 大介（名古屋市立大学大学院 耳鼻咽喉・頭頸部外科）
イタリア Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Dept.of Epidemiology
留学目的：疫学研究手法を用いた頭頸部癌個別化予防法の構築
留学期間：2016 年 4 月～2017 年 3 月
２）②若手外国人研究者に対する助成「林 SPIO 奨学金」
日本の学会で研究発表する外国人若手研究者を公募し、選考の結果、以下の 5 名に各々奨学金
10 万円を交付した。
(1) Ken Kazahaya (Childrens's Hospital of Philadelphiadai, USA)
発表学会：第 39 回日本頭頸部癌学会、第 4 回アジア頭頸部癌学会（開催：6 月 神戸）
(2) Chi-Te Wang (Dept.of Otolaryngology, Far Eastern Memorial Hospital, Taiwan)
発表学会：第 13 回日本台湾耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会議（開催：12 月 東京）
(3) Chin-Lung Ku (Taipei Veterans General Hospital, Taiwan)
発表学会：第 13 回日本台湾耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会議（開催：12 月 東京）
(4) Jae-Jin Song (Seoul National University Bundang Hospital)
発表学会：第 16 回日韓耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会（開催：28 年 3 月 東京）
(5) Hyung Joo Lee

(Gyeongsang National University Hospital)

発表学会：第 16 回日韓耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会（開催：28 年 3 月 東京）

３）国際的に有意義な研究に対する助成「コストコ SPIO 研究助成金」
難聴及び補聴器関連の研究から、選考を実施し、以下の 3 件の研究に対して、各々100 万円の助成
金を交付した。
(1) 人工聴覚器の普及について（近畿大学 土井勝美 教授）
(2) 人工聴覚器による聴覚の再獲得もしくは補聴器支援システムの開発（岩手医科大学

佐藤宏昭

(3) ブータン王国における耳科手術支援活動（仙台中耳・サージセンター 湯浅涼 理事長）
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教授）

４）SPIO Award の表彰
日耳鼻学会刊行の AURIS NASUS LARYNX (ANL) 42 巻 1～6 号に掲載された論文を選考委員会におい
て審査した結果、名古屋市立大学の勝見さち代氏が選ばれた。
賞状と賞金 5000 ドルを贈呈。表彰式及び講演は、第 117 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会
（28 年 5 月 20 日 名古屋）において行われた。
Sachiyo Katsumi: Quantitative analysis of facial palsy using a three-dimensional facial
motion measurement system, ANL Vol.42, No.3, 275-283, 2015

２．国際学術会議等開催助成事業
１）国際学術会議等開催助成
①第 39 回日本頭頸部癌学会、第 4 回アジア頭頸部癌学会（100 万円） 開催:6 月 神戸
②第 13 回日本台湾耳鼻咽喉科・頭頸部外科学会議（100 万円） 開催:12 月 東京
③第 10 回東アジア音声外科学会総会（50 万円） 開催:28 年 3 月 熊本
④第 54 回日本鼻科学会総会・学術講演会（30 万円）

開催:10 月 広島

⑤第 60 回日本聴覚医学会総会・学術講演会（75 万円） 開催:10 月 東京
⑥第 25 回日本耳科学会総会・学術講演会（75 万円）

開催:10 月 長崎

⑦第 67 回日本気管食道科学会総会ならびに学術講演会（30 万円） 開催:11 月 福島
⑧第 26 回日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会（30 万円） 開催:28 年 1 月 名古屋

２）国際学術会議等開催助成のための寄附金募集助成
国際学術会議等 年間延べ 33 件寄附金募集助成（別紙参照）

３． その他
１）SPIO クラブを開設し、活動の周知を行った。
（第 116 回日耳鼻総会時 27 年 5 月 東京)
２）ニュースレターを作成して助成事業等の報告を行った。
（27 年 4 月）
３）理事会 3 回、評議員会 2 回、選考委員会 2 回、開催した。
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