大井静雄学術書籍集 １４７冊（うち邦文１１９編 全リスト）＜2019.4.30 現在＞
著書・
（分担執筆を含む） [ 邦文 ] （年代順）
1

佐野圭司ら（編） 現代外科手術学大系. 第 4 巻 頭蓋・脳の手術. 中山書店
分担執筆章 水頭症および脊椎披裂の手術.
松本 悟、大井静雄
pp. 313-338, 1982

2

佐野圭司（監修） 脳神経外科 術前・術中・術後管理. へるす出版
分担執筆章 後頭蓋窩腫瘍
大井静雄、松本 悟
pp.736-749
新生児及び乳児
松本 悟、大井静雄
pp.905-940
脊髄腫瘍
大井静雄、松本 悟
pp.751-762,
1982

3

大井静雄（著）脳腫瘍の臨床分析からみた脳神経疾患のステロイド療法. にゅーろん社. 全 120
頁, 1983

4

Essential Lecture 外科 メジカルビュー社, 1985 分執筆章 小児水頭症・先天異常 大井静
雄、松本 悟. pp.224-235

5

間中信也、金澤一郎（編） ケーススタディ脳、神経の救急２. 中外医学社, 1986
分担執筆章 12. 脳血管障害. 大井静雄、松本 悟
pp.267-275

6

大井静雄（編・著）
「 生命と治療のフィロソフィー」日本こども病院神経外科医会
全 70 頁, 1986
分担執筆章 胎内水頭症の診断・治療と臨床上の諸問題
pp.20-25

7

熊谷公明、大澤真木子、大矢達男、桜川宣男（編） 小児神経学アトラス.
大頭症. 大井静雄、松本 悟
pp.84-87 診断と治療社, 1986

8

大井静雄、中住礼子（共著） 図解・脳神経疾患の基礎と臨床.
診療へのアプローチ.
メジカルフレンド社 全 162 頁, 1986

9

大井静雄、中住礼子（共著） 図解・脳神経疾患の基礎と臨床.
診断・治療・予後.
メジカルフレンド社 全 286 頁, 1986

10

牧 豊（編） 小児神経外科の進歩と展望.
にゅーろん社, 1988
大井静雄 分担執筆章 水頭症：短絡術後の諸問題
pp117-133

11

関野宏明、佐藤 潔、山浦 晶（編）脳神経外科クイックリファレンスブック.
大井静雄 分担執筆章 大頭症・小頭症
pp397-419

12

斎藤 勇、設楽信行、佐々木富男（編）小児脳神経外科学
現代医療社、1990
分担執筆章 C.先天奇形 1.水頭症 松本 悟、大井静雄 PP71-79

13

金谷春之（編集） 脳神経疾患領域スタッフの検査ハンドブック. メディカ出版、1990
分担執筆章 放射性同位元素(RI)診断ー脳シンチからポジトロン CT までー. 大井静雄、 松本
悟

14

大井静雄（著）下垂体腺腫の手術 --TRANSSPHENOIDAL MICRONEUROSURGERY--改訂
２版
にゅーろん社 全 30 頁, 1991
著書（邦文） 1

分担執筆章

基礎編：基本概念の理解と

臨床編：各疾患の病態・

文光堂, 1989

15

阿部 弘、菊池晴彦、田中隆一、坪川孝志、平川公義、松本 悟（編集） 脳神経外科疾患の手
術とその適応.
朝倉出版, 1991 分担執筆章 IV. 先天奇形 1. 中枢神経系奇形の治療指針
松本 悟、大井静雄 pp508-515. 3. 脊椎破裂 1）脊髄髄膜瘤 大井静雄 pp553-571

16

松本 悟 他 （編） 水頭症：基礎と臨床.
大井静雄 分担執筆章 胎内水頭症

17

小林茂昭、中川 翼（編）脳神経外科周術期マネージメント. 南江堂, 1992
分担執筆章
小児脳神経外科 大井静雄、山田洋司、潤井誠司郎
pp. 219-239
水頭症
山田洋司、大井静雄
pp. 240-254
二分脊椎 潤井誠司郎、大井静雄
pp.255-266

18

大井静雄（著）図説 「脳神経疾患診断・治療学 - その標準と最近の動向
ビュー社. 全 240 頁, 1992

19

松本 悟、大井静雄（編・著）臨床小児脳神経外科学.
医学書院 全 750 頁, 1992
分担執筆章 8. 水頭症 4）治療法 大井静雄 5）長期予後 松本 悟、大井静雄
9. 癒合不全 大井静雄 14. 細胞移動・髄鞘形成の異常、孔脳症、クモ膜嚢胞 大井静雄
16. 頭蓋骨縫合早期癒合症 大井静雄

20

中野仁雄、高島幸夫、佐藤 潔（編） 胎児・新生児の神経学. メディカ出版, 1993
分担執筆章 pp.681-693 708-715 738-748 分担執筆章 １６章 二分脊椎
井誠司郎、大井静雄 １７章 水頭症の治療
山田洋司、大井静雄
１８章 先天性脳腫瘍
西田吉充、大井静雄

にゅーろん社 , 1992

- 」メジカル

潤

21

坪川孝志、植村研一、端 和夫、田中隆一、早川 徹（編） 脳神経外科の ICU 管理.
朝
倉書店 pp.59-64, 1993
大井静雄 分担執筆章 2-7 NICU における小児手術後管理.

22

近藤喜代太郎、鈴木義之（編・著）神経疾患の遺伝学
金原出版, 1993
分担執筆章 pp.293-314
大井静雄、松本 悟 分担執筆章 第１４章 中枢神経系奇形

23

佐藤 潔、福井仁士、山浦 晶（編集）脳神経外科レビュー１ 三輪書店, 1993
分担執筆章
pp.183-188 大井静雄 分担執筆章 V. Pediatrics
2. Tumor, Surgical Technique,
Spine and Spinal Cord Disease, Surgical Technique

24

佐藤 潔、福井仁士、山浦 晶（編集）脳神経外科レビュー２ 三輪書店, 1994
分担執筆章
pp.204-212 大井静雄 分担執筆章 V. Pediatrics 2. Tumor, Surgical Technique,Spine and
Spinal Cord Disease, Experimental Teratology

25

白馬 明、山浦 晶（編集）頭蓋底の外科１ 医学書院, 1994
大井静雄 分担執筆章
第３章 小児の頭蓋底外科

26

亀山正邦、高倉公朋（編集） 今日の神経疾患治療指針.
医学書院, 1994
分担執筆章
pp.463-467 pp.833-834 大井静雄 分担執筆章
I.先天性異常・発生異常 14.頭蓋骨
縫合の早期癒合症
大井静雄 分担執筆章 V.小児の脳神経
38.小頭症

27

佐藤 潔、福井仁士、山浦 晶（編集）脳神経外科レビュー３ 三輪書店, 1995
分担執筆章 pp.226-234
大井静雄 V. Pediatrics 2) Tumor, Spine and Spinal Cord
著書（邦文） 2

分担執筆章 pp.127-148

Disease, Surgical Technique, Experimental Teratology, Neurotransplantation
28

大井静雄（編・著）
：
「神経疾患 -診断・治療の基礎知識 -」 メデイカ出版 全 414 頁、1995
大井静雄 分担執筆章 外科的治療 A.開頭術、椎弓切除術 B.短絡術、ドレナージ

29

大井静雄（編・著） ： 「カルテ用語辞典［第２版］」 全 415 頁 小学館, 1995

30

「今日の治療指針」 医学書院, 1996

31

佐藤 潔、福井仁士、山浦 晶（編集） 脳神経外科レビュー4 三輪書店, 1996
分担執筆章 pp.205-215
大井静雄 V. Pediatrics 2) Tumor, Spine and Spinal Cord Disease,
Surgical Technique, Experimental Teratology, Neurotransplantation

32

[最新内科学大系 72] 中山書店 pp.291-295, 1996
神経・筋疾患８ 脳脊髄の腫瘍、外
傷、奇形、脊椎異常大井静雄 分担執筆 脊髄異常の分類と症候学

33

大井静雄（編・著）
「Neuroendoscopic Surgery
輪書店 全 268 頁, 1996

34

大井静雄（編・著） 「神経疾患データブック」 中外医学社 全 587 頁, 1996

35

大井静雄（編・著）
「病名・症候事典 」小学館 全 399 頁, 1996

36

坪川孝志、高倉公朋、菊地晴彦 編「最新脳神経外科学」 朝倉書店 1157-1162, 1996
大井静雄 分担執筆 17.3 小児脳神経外科手術の特異性

37

伊藤克己、新見仁男、岡田伸太郎、福嶋義光、澤田 淳、矢田純一、多田 裕、柳澤正義（編）
「小児科学」 医学書院, 1997
33. 神経・筋疾患 pp.1404-1409 大井静雄 分担執筆 A.
神経疾患 9. 頭部外傷

38

「今日の診断指針」第 4 版

39

佐藤 潔（担当編集委員）図説脳神経外科 New Approach 3 「脳室とその近傍 [機能・解剖・
手術]」メジカルビュー社 pp 170-179, 1997 大井静雄 分担執筆・脳室の解剖と手術 : 神
経内視鏡による脳室形態評価と手術

40

重森 稔 （編集）小児頭部外傷
医学書院, 1997 中川義信、大井静雄 分担執筆：周産
期頭部外傷 pp137-142 増子昭彦、大井静雄
分担執筆：Battered Child Syndrome
pp143-149

41

熊谷公明 （編集）小児神経学アトラス 新版
大井静雄 分担執筆

42

有馬正高 監修、熊谷公明・栗田 広 編集 「発達障害の基礎」大井静雄 分担執筆 第 3
章 第 2 節 脳障害の原因 7. 頭蓋骨形成異常
日本文化科学社 pp.122-128, 1999

43

山浦 晶、白馬 明 編「脊髄・脊椎の外科」 医学書院, 1998 352-361 大井静雄 分担執筆
III. Modified Techniques 12. 奇形 1) Dysraphism（癒合不全）

分担執筆 正常圧水頭症 pp.225-226

大井静雄

-神経内視鏡の基礎知識と手術手技- 」 三

医学書院, 1997 大井静雄 分担執筆：正常圧水頭症 556-55

診断と治療社, 1998

著書（邦文） 3

44

大井静雄（著）
：Congress English - 国際学会英語表現辞典-三輪書店、全 173 頁, 1998

45

松本健五・長島 正・池崎清信編集「解剖を中心とした脳神経手術手技」III. 先天奇形 96.
顕在性癒合不全における神経機能構造温存根治術：顕在性二分脊椎の手術手技
医学書院
pp.184-191, 1999.5

46

松本健五・長島 正・池崎清信編集「解剖を中心とした脳神経手術手技」V. 頭部外傷・先天奇
形・形成 133. 顕在性癒合不全における神経機能構造温存根治術：顕在性二分頭蓋の手術手技
医学書院 pp.94-102, 1999

47

山浦 晶・森竹浩三編「小児脳神経の外科」 医学書院, 1998 大井静雄 分担執筆 II.
Standard Techniques 手術、先天奇形：二分頭蓋（脳瘤）131-136 III. Modified Techniques
1) 先天奇形：水頭症 - 短絡術と神経内視鏡手術の確実な手術手技 284-292
クモ膜嚢胞 - 病態生理に基づく手術手技と適応 308-313

48

大井静雄 「水頭症・二分脊椎」 小児の治療指針

小児科診療 増刊号 vol.62:468-474

49

大井静雄（編・著）画像診断全科 100 疾患 照林社

2000 272 頁

50

大井静雄（編・著）カルテ用語辞典（第 3 版） 照林社 2000 全 463

51

大井静雄（編・著）脳神経外科ケアマニュアル 照林社 2000

52

「脳神経外科疾患の手術と適応」第 2 版
大井静雄：1.中枢神経系奇形の外科治療の変遷と最新の手術
朝倉書店 1999

3.二分脊椎

53

高倉公明、斎藤 勇、佐藤 潔 編集図説脳神経外科 New Approach 7 「脊髄
手術]」メジカルビュー社 pp 168-175, 1999 大井静雄 分担執筆 二分脊椎

54

高倉公明 監修、大本尭史、玉木紀彦、福井仁志、吉本高志 編集顧問 堀 智勝、平 孝臣、
井関 洋 編集先端医療シリーズ 6・脳神経外科「脳神経外科の最先端 No. 2 21 世紀の新領
域とニューテクノロジー」先端医療技術研究, 2000
神経科学の脳神経外科への応用 大井静雄 分担執筆 第 3 節 水頭症の新概念と治療
pp200-205

55

大井静雄 編集、佐藤 潔監修：コンセンサステキスト「最新小児脳神経外科学」三輪書店 全
265 頁 2000

56

大井静雄（編・著）図説脳神経外科 New Approach 第 10 巻「小児神経外科の手術手技」神経
内視鏡手術中枢神経系先天奇形の手術 顕在性二分脊椎 メジカルビュー社 pp36-45 2001

57

植村研一、大井静雄 編集：
「コンピューター分析に基づく 内科英語必須用語集」
メディカルビュー社、全 206 頁 2001 年

58

阿部俊昭、大井静雄 編集：こどものこころとからだを育む その愛と癒し、世界はひとつ
国立精神・神経センター委託研究「二分脊椎症の診断・治療及び予防に関する研究」班
著書（邦文） 4

[機能・解剖・

全 80 頁 2001.3.31
59

大井静雄（編著）
：The Teacher and the Father Anthony J. Raimondi
日本小児神経外科学会 全 72 頁 2001.6.16

60

大井静雄 著：医師のための英語論文執筆のすすめ
メジカルビュー社 全 142 頁 2001.12.1

61

大井静雄：出生前子宮内胎児手術 Annual Review 神経 柳沢信夫他編集 pp333-378, 2002

62

大井静雄：出生前胎内診断とその管理 脳神経外科
pp520-527 中外医学社 2002

63

「脳神経外科手術と麻酔」坂部武史編 第 5 章 大井静雄：小児脳神経外科：手術 pp391-405,
2002

64

白木和夫、前川喜平監修、伊藤克己他編集 小児科学 第 25 版 33 神経・筋疾患
大井静雄：頭部外傷 pp1457-1462, 2002

65

66
67
68
69

－11 の教訓・8 つの極意

臨床指針 橋本信夫 編集

大井静雄：脳奇形、二分脊椎、二分頭蓋、全前脳胞症 透明中隔欠損、無葉全前脳胞症、中脳水
道狭、二次性孔脳症、先天性頭皮欠損、脳梁形成不全、篩頭症、分葉全前脳胞症、小頭症、癒合
不全、脳回厚症、斜頭蓋、矢状縫合骨癒合症、半葉前前脳胞症、全終脳症、滑脳症、軟骨性神経
頭蓋、膜性神経蓋、頭蓋骨縫合早期癒合症、前頭縫合早期癒合症、細胞移動障害、裂脳症、脊椎
癒合不全、二分頭蓋 科 医学大辞典
医学書院 全 3062 頁 2003 年
(山浦 晶 編集：脳神経外科手術アトラス 分担執筆)
大井静雄、加藤正高、入江是明：水頭症（脳室シャントおよびドレナージ法）pp118-124
大井静雄、三宅裕治：シャントシステムの種類と水頭症に対応した選択・用法 pp136-141
大井静雄、神尾正巳：脳室へのアプローチ pp380-390
神尾正巳、大井静雄：下垂体 pp401-404 医学書院、2004

70

大井静雄（分担）
：日本小児神経学会 第二次用語委員会「小児神経学用語集」診断と治療
社 2004

71

大井静雄：二分脊椎 pp168-178, 2004 脳神経外科学体系 13 章脳神経外科

72

吉田 純、齋藤 清 編集「脳神経外科の治療戦略と正式」前方視的調査 2003-2004 分
担執筆
グループリーダーレポート 頭蓋骨縫合早期癒合症、先天性水頭症、二分脊椎：大井静雄
野中雄一郎、大井静雄、日下康子、浜田秀雄、田母神令：頭蓋骨縫合早期癒合症
pp80-85
浜田秀雄、大井静雄：先天性水頭症 pp85-89
日下康子、大井静雄、野中雄一郎、浜田秀雄、田母神令：二分脊椎 pp90-93
医学書院 2005 年

73

大井静雄：水頭症 二分脊椎（脊髄髄膜瘤）
「小児看護事典」へるす出版 2006 年

74

大井静雄：第６章

小児神経疾患「脳神経外科」専門医にきく最新の臨床
著書（邦文） 5

中山書店

中外医学社 2006

年
75

大井静雄：2 章インフォームドコンセント各論 第 15 巻インフォームドコンセント 脳神経外
科学大系 中山書店 2006 年

76

大井静雄：19 神経・筋疾患 頭蓋骨早期癒合症 pp503-504 今日の小児治療指針 第 14 版 医
学院 2006.5.15

77
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