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出生後の変化を図解で理解

新生児の適応生理
千葉洋夫プランナー：

羊水で満たされたポカポカの子宮の中ですくすく大きくなった胎児が、空気で満たされた世界で生きていくための準備を整え、

誕生の時を迎えます。外の世界で産声を上げ呼吸をし、お母さんのおっぱいを吸うようになります。それは、新生児が呼吸、

循環、消化などさまざまな点で胎外生活に適応していく過程を見ているのです。今回の特集では、実際にどのような生理機能

の変化を生じているのか、イラストを活用して胎内、胎外での要点を分かりやすくまとめました。適応の過程でどんな異常を来

し得るのか、どこまでが異常なのか、どんな時に治療介入すべきかなど、正常新生児であっても日ごろ悩ましく思うことがある

と思います。観察項目やアセスメントポイントとして特徴的な症状や理学所見に加え、モニタの値や検査値など数値を具体的

に示し、新生児の適応生理を詳しく解説します。

総論

1 呼 吸

2 循 環

3 消化器

4 黄 疸

5 血 糖

6 体 温

国立病院機構仙台医療センター小児科・新生児科医長

本部和也 公立陶生病院小児科医長

特 集

千葉洋夫 国立病院機構仙台医療センター小児科・新生児科医長

中尾 厚 日本赤十字社医療センター新生児科部長

友滝清一 京都大学医学部附属病院小児科助教/NICU病棟医長

古瀬優太 北海道大学病院周産期母子センター助教

杉浦崇浩 豊橋市民病院小児科（新生児）第二部長

櫻井基一郎 亀田総合病院新生児科部長/周産期科部長
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3 超早産児の皮膚ケア

◆ケ ア

大西 聡 公立大学法人大阪 大阪公立大学医学部附属病院

小児科・新生児科医局長、病棟（NICU）主任

1 採 血

2 穿 刺

吉野菜穂子

篠塚春奈

平井麻美

石塚 絢

横浜市立大学附属市民総合医療センターNICU、新生児集中ケア認定看護師

横浜市立大学附属市民総合医療センターNICU、NIDCAP Professional

千葉市立海浜病院新生児科、新生児集中ケア認定看護師

千葉市立海浜病院NICU

6 清潔ケア

豊 奈々絵 淀川キリスト教病院小児科部長、周産期母子医療センター長

和久望美

松原希美

兵庫県立こども病院NICU、新生児集中ケア認定看護師

日本赤十字社仙台赤十字病院NICU、新生児集中ケア認定看護師

◆手 技

.

4 ポジショニング

児へのベストプラクティスとは？

手技・ケア・家族対応

とことん！自施設紹介！
プランナー： 岩崎初美 公立大学法人大阪 大阪公立大学医学部附属病院NICU、

新生児集中ケア認定看護師

多くのNICUでは、さまざまなケアに対し明確なエビデンスがない下で、試行錯誤を繰り返しながら施設独自のケアを確立しているも

のと推察されます。医療の進歩は目覚ましく、新生児に使用する医療機器や看護物品はどんどん更新されますが、日々業務をして

いく中で不変的なケアを続けていると、「他の施設ではどうしているんだろう？」「この方法ってうちの施設だけ？」と思うことがあるの

ではないでしょうか。本特集では、その「？」が「他の施設ではそんな風にしているんだ！」と解決する企画です。ケア内容は日常ケ

アの中で最も多いケアをセレクトしました。それぞれの施設で実践しているケア方法や工夫している点を紹介します。多くのNICUで

新生児医療に携わるみなさまのブラッシュアップや業務改善に役立て、より新生児に優しい看護が提供できる内容です。

第2特集

5 口腔ケア 竹内久美子

井上裕美

兵庫県立尼崎総合医療センターNICU

社会医療法人愛仁会高槻病院NICU、新生児集中ケア認定看護師

中村由夏

久保田 藍

公立豊岡病院組合豊岡病院NICU、新生児集中ケア認定看護師

さいたま市立病院NICU副師長、新生児集中ケア認定看護師
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読者ターゲット NICUナース、新生児科医師、産科ナース＆助産師、産科＆小児科医師

ＡＤポイント 創刊35年目。『ネオネイタルケア』から『with NEO』へ生まれ変わり、さらにパワーアップ。NICUの
バイブルとして愛用されてきた実績を引き継ぎつつ、NICU入院児だけでなく、新生児の治療・ケア
を総合的に取り上げ、医師＆看護師が共に学べる専門誌となりました。NICUや産科新生児室で
使う機器、オムツなどの衛生商品、薬剤やワクチンなどのアピールに最適です。ディベロプメンタ
ルケアへの配慮や、痛み・負担の軽減など、より安全で、より赤ちゃんにやさしいケア用品や検査
機器への関心が高まっています。

7 体重測定

8 体温管理

9 環境調整

松村美由紀

三谷良子

産業医科大学病院NICU看護主任、新生児集中ケア認定看護師

川崎医科大学附属病院NICU看護副主任、新生児集中ケア認定看護師

松村美由紀

和久望美

産業医科大学病院NICU看護主任、新生児集中ケア認定看護師

兵庫県立こども病院NICU、新生児集中ケア認定看護師

◆その他、押さえておくべきトピック

10 家族のケア参加 中本麻衣子

松田 綾

齋藤紀子

日本赤十字社医療センターNICU、新生児集中ケア認定看護師

横浜市立大学附属市民総合医療センターNICU、新生児集中ケア認定看護師

横浜市立大学附属市民総合医療センターNICU、助産師、NIDCAP Professional

連載
・家族の？をビジュアル解決！ 赤ちゃんの疾患サクッとシート

～早産児編～

・新生児医療のあ！の人ひと

・13トリソミー重症心身障害児 まひまひ

・重なり合う支援のかたち～周産期心理士のメッセージ～ ・超早産児の発達予後

櫻井由美

中山麻由美

順天堂大学医学部附属練馬病院NICU、新生児集中ケア認定看護師

社会医療法人生長会ベルランド総合病院NICU、新生児集中ケア認定看護師
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