
講座名 形成外科学
番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【原著論文】

野村紘史, 朝戸裕貴, 矢野健
二, 中川雅裕, 大慈弥裕之, 武
石明精, 佐武利彦, 野平久仁
彦, 岩平佳子, 三鍋俊春, 辻
直子

多施設共同研究による新しい
乳房再建術前後の乳房整容性
評価法の検討

乳癌の臨床 25 6 730 731 2010

2 【原著論文】
朝戸裕貴, 加我君孝, 竹腰英樹,
加地展之, 三苫葉子, 鈴木康俊

聴力改善を考慮した小耳症手
術

形成外科 54 3 261 268 2011

3 【原著論文】 福田憲翁, 浦部忠久, 朝戸裕貴
ンパ浮腫用弾性装具を用いた
手の外傷・手術後肥厚性瘢痕
の予防

日手会誌 27 6 836 839 2011

4 【原著論文】
福田憲翁, 朝戸裕貴, 髙田悟朗,
藤澤大輔

含有ハイドロファイバー創傷
被覆材の特性を生かした新鮮
熱傷創の治療

熱傷 37 1 44 50 2011

5 【原著論文】
今西理也, 上田和毅, 梶川明
義, 大河内真之

Bilobed flapにおける静力学
的検討

日シミュレーション外会誌 19 1 1 7 2011

6 【原著論文】
梅川浩平, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 野村紘史, 田村亮介, 沖
正直, 倉林孝之

マイクロサージャリーによる
内シャント設置術の検討

形成外科 54 10 1155 1162 2011

7 【原著論文】
野村紘史, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 梅川浩平, 田村亮介, 渡邉
未来子, 水口 敬

頭部採皮創に対するハイドロ
ジェル製創傷被覆材の有用性

創傷 2 4 160 164 2011

8 【原著論文】
鈴木康俊, 朝戸裕貴, 波利井清
紀, 多久嶋亮彦, 岡崎 睦, 上
田和毅

遊離筋肉移植手術による顔面
神経麻痺再建手術後のfollow
upと後療法

日マイクロ会誌 24 3 258 266 2011

9 【原著論文】 鈴木康俊, 朝戸裕貴
治療の到達目標を考慮した再
建手術

Facial N Res 31 41 43 2011



10 【原著論文】

野村紘史, 朝戸裕貴, 梅川浩
平, 沖 正直, 加地展之, 井戸
昭博, 城間政敏, 神谷嘉人, 諸
見里秀和, 赤嶺 珠, 西蔵盛由
紀子

深下腹壁動脈穿通枝皮弁の術
前ＭＤＣＴ検査における選択
的DIEP造影プランの有用性

日シミュレーション外会誌 19 3-4 153 159 2011

11 【原著論文】
倉林孝之, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 梅川浩平, 沖 正直

術後胸骨骨髄炎・縦隔洞炎の
治療, 組織移植（充填）術‐
筋（皮）弁‐

形成外科 54 12 1365 1372 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【症例報告】 上野紫穂, 櫻井 淳
側頭筋の浸潤性筋肉内脂肪腫
（infiltrating
intramuscular lipoma）の全
摘出例

日形会誌 31 6 393 397 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【総説等】 野村紘史, 朝戸裕貴 乳房再建術後の整容性評価 医学のあゆみ 237 8 830 843 2011

2 【総説等】 朝戸裕貴 外耳の先天異常と小耳症 耳鼻咽喉科展望 54 6 46 54 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【その他の学術論文】 朝戸裕貴
乳癌切除後の乳房再建―はじ
めに―

医学のあゆみ 237 8 809 2011

番号 見出し 執筆者名
執筆タイトル（分担執筆の場

合）
開始頁（分担執筆の場合）

終了頁
（分担執

書名
著者・
編集

出版者名 出版地 出版年 備考

1 【学術書】 朝戸裕貴, 加我君孝 耳介の先天異常と小耳症 75 86

症例か
らみる
難治性
疾患の
診断と
治療 1
耳科領
域編

加我君
孝監修

国際医学
出版

東京 2011

2 【学術書】 朝戸裕貴 顔面外傷‐軟部組織損傷 133 137
標準形
成外科
学第6版

平林慎
一, 鈴木

茂彦, 編
医学書院 東京 2011



番号 見出し 著者名 論文名 資料名
代表研究

者
開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【研究報告等】 朝戸裕貴
両側小耳症に対する形成外
科・耳科同時共同手術法の開
発と評価

厚生労働科学研究費補助金
（難治性疾患克服研究事
業）先天性両側小耳症・外
耳道閉鎖疾患に対する良い
耳介形成・外耳道・鼓膜・
鼓室形成術の開発と両耳聴
実現のためチーム医療に関
する研究 平成22年度総括・
分担研究報告書

加我君孝 6 7 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 開催年 開催月 開催日 備考

1 【学会・研修会発表】 福田憲翁 市中病院における形成外科の役
足利市医師会・佐野市医師
会学術講演会

足利 2011 1 26 講演

2 【学会・研修会発表】 朝戸裕貴 形成再建外科の最前線
足利市医師会・佐野市医師
会学術講演会

足利 2011 1 26 講演

3 【学会・研修会発表】 鈴木康俊
虚血肢・足潰瘍における形成
外科治療の役割

Diabetes & Footcare Confer小山 2011 2 16 講演

4 【学会・研修会発表】 野村紘史
透析患者への外科的サポート:
シャントと足壊疽

第1回栃木CKD連携の会 壬生 2011 3 3 講演



5 【学会・研修会発表】 朝戸裕貴
遊離広背筋移植を中心とした
顔面神経麻痺の治療

第27回東海頭蓋底外科研究会名古屋 2011 3 26 講演

6 【学会・研修会発表】 朝戸裕貴
手術手技セミナー 非回復性麻
痺と後遺症への形成外科手術

第34回日本顔面神経研究会 東京 2011 6 2 講演

7 【学会・研修会発表】 朝戸裕貴
小耳症に対するわれわれの治
療戦略‐機能と形態の両立を
目指して‐

第17回千葉県形成外科研究会千葉 2011 10 29 講演

8 【学会・研修会発表】 野村紘史
顕微鏡下リンパ管静脈吻合:
手術を知るとケアがもっとよ
く分かる

第8回栃木ブレストケアナー
ス研究会

宇都宮 2011 12 17 講演

9 【学会・研修会発表】 鈴木康俊, 朝戸裕貴
指定演題Ⅰ 外科的治療を要し
た顔面神経障害 - 治療の到達
目標を考慮した再建手術

第34回日本顔面神経研究会 東京 2011 6 2 シンポジ
ウム

10 【学会・研修会発表】 鈴木康俊, 朝戸裕貴

シンポジウム9 リンパ浮腫に
対する予防と治療の最前線 -
リンパ管静脈吻合術における
取り組み

第36回日本外科系連合学会 浦安 2011 6 17 シンポジ
ウム



11 【学会・研修会発表】
朝戸裕貴, 鈴木康俊, 加地展
之, 三苫葉子

パネルディスカッション 小耳
症におけるドレッシング - 当
科における小耳症手術ドレッ
シング法の実際

第3回日本創傷外科学会 札幌 2011 7 8 シンポジ
ウム

12 【学会・研修会発表】
朝戸裕貴, 鈴木康俊, 野村紘
史, 沖 正直, 梅川浩平, 渡邉
未来子

キーノートレクチャー 乳房再
建術後の整容性評価について

第34回日本美容外科学会総会福岡 2011 9 30 シンポジ
ウム

13 【学会・研修会発表】
朝戸裕貴, 鈴木康俊, 加地展
之, 三苫葉子, 渡邉未来子

パネルディスカッション 小耳
症手術の長期結果と今後の動
向 - われわれの小耳症手術長
期結果と今後の課題について

第29回日本頭蓋顎顔面外科
学会

東京 2011 11 25 シンポジ
ウム

14 【学会・研修会発表】
荻野和仁, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 野村紘史, 梅川浩平, 渡邉
未来子

分層植皮採皮部へのシリコン
ゲルメッシュシート（商品名
エスアイエイド）の使用経験

第16回日本形成外科手術手
技研究会

大阪 2011 2 5 一般発表

15 【学会・研修会発表】
渡邉武夫, 朝戸裕貴, 梅川浩
平, 野村紘史, 鈴木康俊

静脈吻合を追加した逆行性橈
側前腕皮弁により再建を行っ
た示指血管奇形の一例

第16回日本形成外科手術手
技研究会

大阪 2011 2 5 一般発表

16 【学会・研修会発表】
外岡真紀, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 荻野和仁, 田村亮介, 渡邉
未来子

当院におけるスタール耳治療の
第16回日本形成外科手術手
技研究会

大阪 2011 2 5 一般発表



17 【学会・研修会発表】
髙田悟朗, 朝戸裕貴, 福田憲
翁, 渡邉未来子, 外岡真紀

当科における正中部腹壁瘢痕
ヘルニアに対する手術法

第16回日本形成外科手術手
技研究会

大阪 2011 2 5 一般発表

18 【学会・研修会発表】
渡邉武夫, 朝戸裕貴, 梅川浩
平, 野村紘史, 鈴木康俊

静脈吻合を追加した逆行性橈
側前腕皮弁により再建を行っ
た示指血管奇形の1例

東京大学医学部形成外科学
教室第22回同門学術集会

東京 2011 2 12 一般発表

19 【学会・研修会発表】
野村紘史, 朝戸裕貴, 梅川浩
平, 渡邉未来子, 沖 正直, 加
地展之

キスパンダーによる乳房皮膚
拡張後の遊離腹直筋皮弁移植

第17回日本乳腺疾患研究会 東京 2011 2 26 一般発表

20 【学会・研修会発表】
梅川浩平, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 野村紘史, 荻野和仁, 田村
亮介, 渡邉武夫, 渡邉未来子

内シャント設置術を過程に取
り込んだマイクロサージャ
リー習得プログラム

第54回日本形成外科学会総
会・学術集会

徳島 2011 4 13 一般発表

21 【学会・研修会発表】 佐々木京子, 朝戸裕貴
乳房温存術に対する有茎穿通
枝脂肪弁による再建の有用性

第54回日本形成外科学会総
会・学術集会

徳島 2011 4 13 一般発表

22 【学会・研修会発表】
沖 正直, 朝戸裕貴, 野村紘史,
梅川浩平, 鈴木康俊, 岡崎 睦

当施設における乳頭再建術の
工夫～quadrapod cage flapに
よる方法～

第54回日本形成外科学会総
会・学術集会

徳島 2011 4 13 一般発表



23 【学会・研修会発表】
渡邉未来子, 朝戸裕貴, 加地展
之, 三苫葉子, 鈴木康俊

小耳症に対する耳介挙上と外
耳道形成の同時共同手術後の
聴力改善度について

第54回日本形成外科学会総
会・学術集会

徳島 2011 4 14 一般発表

24 【学会・研修会発表】
野村紘史, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 梅川浩平, 渡邉未来子, 沖
正直, 加地展之

エキスパンダー拡張後の自家
組織移植による乳房二期再建

第54回日本形成外科学会総
会・学術集会

徳島 2011 4 15 一般発表

25 【学会・研修会発表】
田村亮介, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 梅川浩平, 野村紘史

内シャント設置術における血
管選択の方法と表在超音波検
査の有用性

第54回日本形成外科学会総
会・学術集会

徳島 2011 4 15 一般発表

26 【学会・研修会発表】
福田憲翁, 朝戸裕貴, 髙田悟
朗, 渡邉未来子, 外岡真紀

上肢露出部の小範囲熱傷にお
ける頭皮を採皮部としたシー
ト状分層植皮術の検討

第37回日本熱傷学会総会・
学術集会

東京 2011 6 3 一般発表

27 【学会・研修会発表】
菅 剛史, 梅川浩平, 渡邉未来
子, 朝戸裕貴

同種移植により救命し得た広
範囲化学熱傷の一例

第13回とちぎ形成外科懇話会宇都宮 2011 6 17 一般発表

28 【学会・研修会発表】
梅川浩平, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 福田憲翁, 野村紘史, 沖
正直, 荻野和仁, 倉林孝之

重症下肢虚血に対する下肢大
切断症例の検討

第3回日本創傷外科学会総
会・学術集会

札幌 2011 7 8 一般発表



29 【学会・研修会発表】
佐々木京子, 植野 映, 森島
勇, 楠本 剛, 石黒慎吾, 朝戸
裕貴

リンパ浮腫の診断・評価にお
ける超音波エラストグラフィ
法の応用

第4回日本創傷外科学会総
会・学術集会

札幌 2011 7 8 一般発表

30 【学会・研修会発表】
渡邉未来子, 野村紘史, 朝戸裕
貴, 鈴木康俊, 梅川浩平, 荻野
和仁

(ポスター）コレステロール結
晶塞栓症に合併した両側足趾
壊疽に対し、部分切除のみで
救肢しえた一例

第5回日本創傷外科学会総
会・学術集会

札幌 2011 7 8 一般発表

31 【学会・研修会発表】
外岡真紀, 朝戸裕貴, 梅川浩
平, 鈴木康俊, 荻野和仁, 渡邉
武夫, 田村亮介

(ポスター）褥瘡部における化
膿性股関節炎に対して筋弁を
充填し感知し得た一例

第6回日本創傷外科学会総
会・学術集会

札幌 2011 7 8 一般発表

32 【学会・研修会発表】
荻野和仁, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 野村紘史, 梅川浩平, 髙田
悟朗

ラット副神経僧帽筋枝‐肩甲
上神経移行術脊髄前角ニュー
ロンの局在分布解析

第20回日本形成外科学会基
礎学術集会

東京 2011 10 6 一般発表

33 【学会・研修会発表】
福田憲翁, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 梅川浩平, 髙田悟朗, 渡邉
未来子

軟骨の癒着性に関する組織学
的検討

第21回日本形成外科学会基
礎学術集会

東京 2011 10 6 一般発表

34 【学会・研修会発表】 野村紘史, 朝戸裕貴
ラット後肢リンパ浮腫モデル
における組織圧の分析

第22回日本形成外科学会基
礎学術集会

東京 2011 10 7 一般発表



35 【学会・研修会発表】
野村紘史, 朝戸裕貴, 菊地 諒,
嶋脇 聡, 酒井直隆

三次元皮膚モデルにおける皮
膚縫合の有限要素法解析

第21回日本シミュレーショ
ン外科学会

大阪 2011 11 5 一般発表

36 【学会・研修会発表】
鈴木康俊, 朝戸裕貴, 野村紘
史, 梅川浩平, 沖 正直, 倉林
孝之

胸部リンパ管損傷により生じ
たと思われる難治性胸水と下
肢リンパ浮腫の1例

第38回日本マイクロサー
ジャリー学会学術集会

新潟 2011 11 11 一般発表

37 【学会・研修会発表】
梅川浩平, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 福田憲翁, 野村紘史, 沖
正直, 倉林孝之

整容性に配慮した頭蓋顎顔面
に対する二次再建

第39回日本マイクロサー
ジャリー学会学術集会

新潟 2011 11 11 一般発表

38 【学会・研修会発表】 髙田悟朗, 朝戸裕貴, 福田憲翁
頬骨骨折整復後の大量出血に
対して選択的動脈塞栓術を施
行した1例

第29回日本頭蓋顎顔面外科
学会学術集会

東京 2011 11 24 一般発表

39 【学会・研修会発表】
田村亮介, 福田憲翁, 朝戸裕
貴, 今西理也, 髙田悟朗

(ポスター）骨髄異形成症候群
に合併した頭部硬膜外無菌性
膿瘍の治療経験

第30回日本頭蓋顎顔面外科
学会学術集会

東京 2011 11 24 一般発表

40 【学会・研修会発表】
野村紘史, 朝戸裕貴, 鈴木康
俊, 梅川浩平, 沖 正直

当院における乳房再建の取り
組み‐組織拡張器を併用した
自家組織移植‐

第39回獨協医学会 壬生 2011 11 30 一般発表



41 【学会・研修会発表】
福田憲翁, 田村亮介, 朝戸裕
貴, 髙田悟朗, 渡邉未来子

衛生材料エスアイエイド®の使用第14回とちぎ形成外科懇話会宇都宮 2011 12 1 一般発表

42 【学会・研修会発表】
鈴木康俊, 朝戸裕貴, 荻野和
仁, 今西理也, 渡邉未来子, 菅
剛史

難治性胸水に対するリピオ
ドール塞栓療法と続発した下
肢リンパ浮腫の治療経験

第14回とちぎ形成外科懇話会宇都宮 2011 12 1 一般発表

番号 見出し 発表者名 演題 講座名 開催都市 開催年 開催月 開催日 備考

1 【公開講座】 朝戸裕貴 2つの耳を作る手術
第6回「青空の会」, 第5回
「T.C.の会」

東京 2011 1 23

2 【公開講座】 朝戸裕貴 形成外科分野からみた医療ニー
獨協医科大学技術情報交流
会

壬生 2011 2 22

3 【公開講座】 朝戸裕貴 形成外科診療における医療ニー
とちぎ医療機器産業振興協
議会第１回医療機器研究部
会

壬生 2011 12 21

番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1 【新聞記事・書評等】 朝戸裕貴 形成外科のチカラ 小耳症
十勝毎日
新聞

2011 9 26 新聞

2 【新聞記事・書評等】 朝戸裕貴 小耳症 神戸新聞 2011 10 10 新聞

3 【新聞記事・書評等】 朝戸裕貴 形成外科のチカラ 小耳症 釧路新聞 2011 10 27 新聞

4 【新聞記事・書評等】 朝戸裕貴 形成外科のチカラ 小耳症 琉球新聞 2011 11 8 新聞



5 【新聞記事・書評等】 朝戸裕貴 形成外科のチカラ 小耳症 北羽新聞 2011 11 24 新聞

6 【新聞記事・書評等】 朝戸裕貴 形成外科のチカラ 小耳症
苫小牧新
聞

2011 12 8 新聞

番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1 【テレビ・ラジオ等】 朝戸裕貴 顔面神経麻痺について 教えてドクター
ラジオ
CRTとち
ぎ

2011 4 15, 16 ラジオ

2 【テレビ・ラジオ等】 鈴木康俊 リンパ浮腫について 教えてドクター
ラジオ
CRTとち
ぎ

2011 4 22, 23 ラジオ

3 【テレビ・ラジオ等】 野村紘史 乳房再建について 教えてドクター
ラジオ
CRTとち
ぎ

2011 4 29, 30 ラジオ

4 【テレビ・ラジオ等】 梅川浩平 血管腫について 教えてドクター
ラジオ
CRTとち
ぎ

2011 5 6, 7 ラジオ
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