公益財団法人国際耳鼻咽喉科学振興会
平成 29 年度（2017 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助成：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たところ 1 名の
申請があり、審査の結果、以下の 1 名に助成金 30 万円を交付した。
(1) ファム タン ハイ: Pham Thanh Hai（ベトナム）
金沢大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科（指導教授：吉崎 智一）
「上咽頭癌発癌機構における内因性免疫の役割」

２）若手日本人研究者に対する助成：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たところ 3 名
の申請があり、審査の結果、以下の 3 名に各々奨学金 20 万円を交付した。
(1) 甲能 武幸（慶應義塾大学医学部 耳鼻咽喉科学教室）
米国 Northwestern University, Feinberg School of medicine, Department of Microbiology Immunology
留学目的：「頭頸部 HPV 関連腫瘍における創薬に向けた潜伏感染機構の解明」に関する基礎研究のため
留学期間：2018 年 3 月～2020 年 3 月
(2) 藤原 圭志（北海道大学大学院医学研究院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）
学会：4th Congress of European ORL-HNS スペイン バルセロナ
学会開催期間：2017 年 10 月 7 日～ 11 日
発表演題：Factors affecting the effect of rehabilitation therapy for synkinesis
as a sequela to facial nerve palsy
(3) 木村 優介（日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
学会：ENT World Congress Paris 2017 フランス パリ
学会開催期間：2017 年 6 月 24 日～ 28 日
発 表 演 題 ： Vestibular function and gross motor development in 200 children with
congenital hearing loss. – A comparison before and after cochlear implantation -
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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) 鼻腔粘膜上皮細胞シートを応用した癒着性中耳炎の治療
（東京慈恵会医科大学 小島 博己 教授）
(2) 高齢者における補聴器適合と聴覚リハビリテーション
（愛知医科大学

内田 育恵 准教授）

(3) 両耳骨導補聴器による方向感の研究
（福岡大学 白石 君男 客員教授）

４）SPIO Award の表彰
日耳鼻学会刊行の AURIS NASUS LARYNX (ANL) 44 巻 1～6 号に掲載された論文を日耳鼻英文誌
委員会及び SPIO 選考委員会において審査を行った結果、北海道大学の稲村直哉氏が選ばれた。
賞状と賞金 50 万円を贈呈した。表彰式及び受賞講演は第 119 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術
講演会（30 年 5 月 31 日 横浜）において行われる。
Naoya Inamura：Notch1 regulates invasion and metastasis of head and neck squamous cell
carcinoma by inducing EMT through c-Myc, ANL Vol.44, No.4, 447-457, 2017

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
①2nd Congress of Asia-Pacific of Thyroid Surgery（30 万円） 開催:11 月

沖縄

②国際音声外科シンポジウム京都 2018（30 万円） 開催:30 年１月 京都
③第二次発展途上国耳科手術支援事業（50 万円）
④第 12 回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会（50 万円） 開催:6 月 栃木
⑤第 41 回日本頭頸部癌学会（20 万円) 開催：6 月 京都
⑥第 79 回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会（20 万円）開催：7 月 山口
⑦第 56 回日本鼻科学会総会・学術講演会（20 万円）

開催:9 月 山梨

⑧第 30 回日本口腔・咽頭科学会総会・学術講演会（20 万円） 開催：9 月 金沢
⑨第 62 回日本聴覚医学会総会・学術講演会（50 万円） 開催:10 月 福岡
⑩第 27 回日本耳科学会総会・学術講演会（50 万円）
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開催:11 月 横浜

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 36 件(31 学会)寄附金募集助成（別紙参照）

３． その他
１）ニュースレターを作成して助成事業等の報告を行った。
（29 年 4 月）
２）SPIO クラブを開設し、活動の周知を行った。
（第 118 回日耳鼻総会時 29 年 5 月 広島)
３）理事会 4 回、評議員会 2 回、選考委員会 2 回、開催した。
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