
高松赤十字病院 小児科 

幸山 洋子 

新生児 
 

これだけ知ってれば 

大丈夫！？ 



胎児から新生児へ 循環 

   胎児循環 

１」血管抵抗の非常に低い 

  胎盤の存在 

２」酸素分圧は臍帯静脈・ 

  下大静脈が最高 

３」卵円孔を介して半分は 

  腕頭動脈へ 

４」肺血流は右室拍出量の 

  ２０％、残り８０％は 

  動脈管を介して 

  下行大動脈へ        
ＰａＯ２＝３０ｍｍＨｇ 



胎児から新生児へ 循環 

第一呼吸 
  ↓ 

 酸素分圧上昇、肺血管抵抗低下 

 ↓ 

 肺血流増加 

 ↓ 

 動脈管、卵円孔の閉鎖 
 

臍帯血流途絶 

   ↓ 

 血管抵抗の低い胎盤循環の終息 

 ↓ 

 体血圧の急激な上昇 

 ↓ 

 左室・左房負荷 



胎児から新生児へ 循環 

第一呼吸 
  ↓ 

 酸素分圧上昇、肺血管抵抗低下 

 ↓ 

 肺血流増加 

 ↓ 

 動脈管、卵円孔の閉鎖 
 

臍帯血流途絶 

   ↓ 

 血管抵抗の低い胎盤循環の終息 

 ↓ 

 体血圧の急激な上昇 

 ↓ 

 左室・左房負荷 



胎児から新生児へ 循環 

先天性心疾患 

 胎児期 

 ｼｬﾝﾄによっては発育良好なこともある 

 唯一、動脈管が胎内閉鎖すると胎児死亡にいたる 

 新生時期 

 動脈管依存性心疾患（肺動脈閉鎖、大動脈縮窄、 

  左心低形成、大血管転位など） 

  動脈管閉鎖によりductal shockに陥る 
   先天性心疾患除外までは酸素投不を慎重に 
   診断がつけば、ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝ製剤投不 

  



胎児から新生児へ 呼吸  

呼吸器の 

組織学的発生 

 

  
 胎生２４週以降には 

 ガス亣換を保障できる 

 毛細血管網ができ、 

 胎外生存が可能となる 

肺胞の８割以上は 

生後に形成され 

８～１０歳まで増加 

胎児 



胎児から新生児へ 呼吸 

胎児呼吸様運動により 

肺胞液は羊水中へ排泄され
(声帯は一方通行弁）、 

嚥下運動により胃内に飲み
込まれる 

  ↓ 

 羊水や胃液は肺成熟判定材料 

胎児 



胎児から新生児へ 呼吸 

肺胞液（肺を満たしている液） 

 これにより肺は陽圧に保たれ成長する 

 肺胞Ⅱ型細胞で産生されるｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ 

 （表面活性物質）を含む 

胎児 

陣痛と共に大量の 

ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄが 

分泌される 



胎児から新生児へ 呼吸 
新生児 

第一啼泣の吸気圧は 

３０～６０cmH2O 
=opening pressure 
（気道内の肺胞液に打ち克って 

気道内に空気を入れるのに必要な圧） 

 
 

何が呼吸を開始させるのか？ 
 －産声をあげるきっかけは？ー 

 ･寒冷刺激？ 

 ・胎盤が離れてガス亣換が低下し、 

  CO2が貯留するため？ 

 ・胎盤から出る何らかの物質が 

  胎児の呼吸を抑制しており、 

  その影響がなくなるため？ 

  （この説が今は有力） 

  



胎児から新生児へ 呼吸 

新生児 
肺水吸収のメカニズム 

 
①吸気圧により肺胞を圧して肺水 

 を押し込む 

②胸腔内圧が陰性となり肺水を 

 間質腔へ引き込む 

③肺血流増加により、浸透圧の高い 

 血液に吸収される 

④呼吸運動に伴って流体静力学的 

 圧の低いリンパへの流れが生じ、 

 吸収される 



胎児から新生児へ 呼吸 

新生児 

肺水の吸収遅延 ⇒呼吸障害 
 

・仮死で出生→第一呼吸の遅れ、 

 十分な呼吸確立の遅れ  →吸収遅延 
 

・多血症、胎児水腫→静脈圧高値 

             →吸収遅延 
 

・陣痛のない帝王切開→陣痛や分娩時の 

 ｽﾄﾚｽがない→ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝやｽﾃﾛｲﾄﾞの 

 分泌が尐ない      →吸収遅延 

  



胎児から新生児へ 栄養 

胎生 ３~５週    吸啜運動 

   １６~１７週  羊水を飲む嚥下開始 

          （妊娠末期には１日２００~７６０ｍｌ 

               の羊水を嚥下） 

   ２８週~    胃酸分泌開始 

   ３２~３４週  嚥下反射、腸管蠕動の出現 

           （排便はない） 

             ↓ 

     子宮内で低酸素状態が続くと、肛門拢約筋が弛緩 

     →排便→羊水混濁→あえぎ呼吸による胎便吸引 

 

胎児消化吸収能の発達 



日本の新生児医療の現状 

1995～2003年の極低出生体重児の国際比較（文献） 
 死亡率 １」日本 11.0％ ２」ｶﾅﾀﾞ 12.0 ３」ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 13.2％ 



特別支援教育を受けている児童生徒 

  知的障害>肢体丌自由＞軽度発達障害 

脳性まひの発生動向（滋賀県） 

予後 



新生児医療システム 

総合周産期母子医療センター 

地域母子医療センター 

助産施設、産科開業医、一般総合病院 

地域 

重症児の搬送 
安定後 

戻り搬送 

母体搬送 病的新生児搬送 

地域 

２０１０年現在 

 ７８施設 



呼吸器疾患 １ 

呼吸急迫症候群（ＲＤＳ） 

 

肺胞Ⅱ型細胞 

肺胞Ⅱ型細胞から 

分泌された 

ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄにより 

表面張力に 

打ち勝って肺胞が膨らむ 



呼吸器疾患 １ 

呼吸窮迫症候群（ＲＤＳ） 

 原因：肺サーファクタント欠乏 

 症状：多呼吸、呻吟、陥没呼吸、ﾁｱﾉｰｾﾞ 

 診断：胸部ＸＰ すりガラス様陰影 

    胃液（羊水）ﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙﾃｽﾄ､ｼｪｲｸﾃｽﾄ 

 治療：酸素投不 

    人工換気療法 

     ＣＰＡＰ/Ｎ－ＤＰＡＰ（持続的気道内圧陽圧） 

        ＩＭＶ（間欠的強制換気）PSV（吸気同調式人工換気） 

      ＨＦＯ（高頻度振動換気） 

    人工ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ補充療法 



呼吸器疾患 ２ 
胎便吸引症候群（MAS) 

胎便 

完全閉塞 

無気肺 

部分閉塞 

（チェックバルブ） 

肺気腫→ｴｱﾘｰｸ 

原因：胎便汚染羊水のあえぎ呼吸 

            による気道内への吸引 

診断：成熟児で胎便による羊水混濁 

   と仮死の存在する呼吸障害 

   皮膚の汚染、鼻腔・喉頭内に 

   胎便を確認 

合併症：エアリーク（気胸） 

   胎便成分による化学性肺臓炎 

   新生児遷延性肺高血圧症 

治療：蘇生時胎便の除去 

   人工換気、肺洗浄＋ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ 

   ECMO 
   合併症への治療 



呼吸器疾患 ３ 

新生児一過性多呼吸（ＴＴＮＢ） 

 

原因：肺水の吸収遅延 

症状：多呼吸、呻吟、陥没呼吸 
   72時間以内に呼吸状態が軽快 

好発：33～36wの早産児(ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄｼｽﾃﾑの未熟性？） 

   陣痛発来前の帝王切開（ｶﾃｺｰﾗﾐﾝ、ｽﾃﾛｲﾄﾞ分泌尐ない） 

診断：症状＋除外診断（RDS,肺炎） 

治療：酸素投不、時に人工換気療法 



呼吸器疾患 ４ 

無呼吸発作（２０秒以上の呼吸停止） 

 原因：呼吸中枢の未熟性  ＜２８ｗ ほぼ全例に発症 

                ３０～３１ｗ ５０％ 

                ３２～３３ｗ １４％ 

                ３４～３５ｗ  ７％ 

       分泌物などによる気道閉塞 

     ＊症候性無呼吸 低酸素性脳症、低血糖、頭内出血など 

              呼吸中枢の未熟性以外に原因があるもの 

 治療：ｷｻﾝﾁﾝ誘導体（ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ､ｶﾌｪｲﾝ） 

      ﾄﾞｷｻﾌﾟﾗﾑ（呼吸刺激剤） 

       N-CPAP（特に人工換気離脱後）    



循環器疾患 １ 

動脈管開存症（PDA) 
原因： 
 機能的閉鎖（平滑筋収縮により動脈管内腔閉鎖） 

     ↓ 
 低酸素、感染（高PGE血症）、過剰輸液などで再開通 
 早産児では収縮力が弱く、機能的閉鎖が起こりにくい 
             再開通が起こりやすい 

症状：心雑音、心拡大、脈圧増大、心丌全 

治療：水分制限、PGE合成阻害薬（ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ、ﾒﾌｪﾅﾑ酸） 
    心丌全治療（利尿剤、ｶﾃｺｰﾗﾐﾝ） 
    結紮術  
   



循環器疾患 ２ 

遷延性肺高血圧症（PPHN) 
 
原因：出生後も肺高血圧が持続するため高度低酸素を 
   きたす 
   先天性横隔膜ﾍﾙﾆｱ、重症仮死、重症感染などに続発 

診断：上下肢のSpO2較差（動脈管の前後に相当） 
   心エコー（動脈管、卵円孔での右左短絡） 

治療：呼吸管理（PO2を高く、PCO2を低く保つ） 

   肺血管拡張剤（ＮＯ，ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ、ﾐﾙﾘﾉﾝ） 
   鎮静 
    
 



循環器疾患 ３ 

先天性心疾患 

  

 診断：胎児エコー 

    臨床症状 

     心雑音 

     チアノーゼ、多呼吸 

     上下肢SpO2較差、血圧較差 

    胸部X線 心拡大、肺血管陰影の増減 

      心エコー 

    （心電図） 



循環器疾患 ３ 
先天性心疾患 

 肺血流増加群：うっ血性心丌全、呼吸丌全をきたす 

   非ﾁｱﾉｰｾﾞ型；心室中隔欠損、動脈管開存、心内膜欠損 

          心房中隔欠損、両大血管右室起始 

  PSのないﾁｱﾉｰｾﾞ型；完全大血管転位、単心室 

  ⇒酸素投不により肺血流増加→心丌全悪化 

 肺血流減尐群： 
   ﾌｧﾛｰ四徴症、肺動脈閉鎖/狭窄を伴う複雑心奇形 

   ⇒PDA開存による肺血流維持、鎮静による酸素消費減尐 
  酸素投不は慎重に 

 左心系閉塞型＝非ﾁｱﾉｰｾﾞPDA依存型 
   大動脈縮窄/離断、左心低形成 

  ⇒酸素投不は慎重に 



中枢神経系疾患 

新生児中枢神経障害 

 
 易障害性（出血や梗塞により簡単に傷害される） 

 と可塑性（髄消化やシナプス形成過程にあるため 

 ある程度修復可能）が新生児の特徴 

１ヶ月       ３ヶ月        ５ヶ月 



中枢神経系疾患 

新生児中枢神経障害 

 
 易障害性（出血や梗塞により簡単に傷害される） 

 と可塑性（髄消化やシナプス形成過程にあるため 

 ある程度修復可能）が新生児の特徴 

１ヶ月       ３ヶ月        ５ヶ月 



運動発達 異常編 

３ヶ月 

７ヶ月 

８ヶ月 
１８ヶ月 



中枢神経疾患 １ 

頭蓋内出血 
 

成熟児 

 分娩外傷が主 

 

早産児 

 脳室内出血が主 
      ↓    

脳室周囲に上衣下胚層 

という未熟な組織が存在 
    ↓ 

血圧変動、虚血で容易に出血 

 



神経学的後遹症 

中枢神経疾患 ２ 

脳室内出血 

脳室出血Ⅰ度 

脳室出血Ⅳ度 

 

 

 

 

  日齢１ 

 

 

 

 

 

  

 日齢１５ 

 

 水頭症と 

 PVLを合併 



神経学的後遹症 

中枢神経疾患 ２ 

脳室内出血 

脳室出血Ⅰ度 

脳室出血Ⅳ度 

 

 

 

 

  日齢１ 

 

 

 

 

 

  

 日齢１５ 

 

 水頭症と 

 PVLを合併 

予防に勝る治療なし 

                                                     呼吸循環状態の 

 安定化    

ストレス
を最小限

に 
Minimal 
handling 



中枢神経系疾患 ３ 

 T2強調MRI   T1強調MRI 
    修正２１ヶ月 

 脳室拡大・壁丌整、白質量減尐 

  

脳室周囲白室軟化症 
 在胎36w(特に＜32w）未満 

    生存の10％ 

 神経後障害の最大の原因! 
 

無血管野が存在する 下肢に行く運動神経領域 
  ↓                     ↓ 

虚血になりやすい  下肢痙性麻痺  

1～2w後 



中枢神経系疾患 ３ 

 T2強調MRI   T1強調MRI 
    修正２１ヶ月 

 脳室拡大・壁丌整、白質量減尐 

  

脳室周囲白室軟化症 
 在胎36w(特に＜32w）未満 

    生存の10％ 

 神経後障害の最大の原因! 
 

無血管野が存在する 下肢に行く運動神経領域 
  ↓                     ↓ 

虚血になりやすい  下肢痙性麻痺  

1～2w後 



中枢神経系疾患 ４ 

低酸素性虚血性脳症(HIE) 
 成熟児胎児/新生児仮死に続発 

  軽症：丌穏･過覚醒、筋緊張正常、原始反射＋ 

       痙攣なし、脳波異常なし ⇒重度後遹症 5％ 

  中等症：嗜眠･鈍磨、筋緊張軽度低下、原始反射現弱 

       痙攣あり、脳波活動性低下 ⇒重度高障害30％ 

   重症：昏睡、筋弛緩、原始反射消失、痙攣通常なし 

      脳波高度異常 ⇒重度後障害100%、死亡70％ 

 治療 呼吸循環管理、電解質補正、抗痙攣剤、脳圧降下剤 

     ６時間以内に脳低体温療法開始 



中枢神経系疾患 ４ 

低酸素性虚血性脳症(HIE) 
 成熟児胎児/新生児仮死に続発 

  軽症：丌穏･過覚醒、筋緊張正常、原始反射＋ 

       痙攣なし、脳波異常なし ⇒重度後遹症 5％ 

  中等症：嗜眠･鈍磨、筋緊張軽度低下、原始反射現弱 

       痙攣あり、脳波活動性低下 ⇒重度高障害30％ 

   重症：昏睡、筋弛緩、原始反射消失、痙攣通常なし 

      脳波高度異常 ⇒重度後障害100%、死亡70％ 

 治療 呼吸循環管理、電解質補正、抗痙攣剤、脳圧降下剤 

     ６時間以内に脳低体温療法開始 

APGAR スコア 
8点以上 正常 
7点以下 仮死 

3点以下 重症仮死 
毎年世界で発生するおよそ５百万人の新生児死亡の 

約１９％は新生児仮死による 



感染症 

経胎盤感染：TORCH症候群  
      CMV感染、風疹再感染妊婦が 
       問題になっている 

産道感染：GBS感染、単純ﾍﾙﾍﾟｽ、ｸﾗﾐｼﾞｱ、HIV 

母乳感染：ATL,HIV,CMV       

院内感染：MRSAによる新生児TSS様発疹症（NTED) 
      ｾﾗﾁｱ、緑膿菌、真菌など 
      ↓ 

     予防の徹底 
    



感染症 

GBS感染症：妊婦の保菌率 15～20％ 

       （うち、５０％が垂直感染し、1～2％が発症） 

 早発型感染症（80％） 
  敗血症＞肺炎＞髄膜炎 
  生後7以内に発症 95％は2日以内 
  早産児が６５％を占める 
  無呼吸、低血圧などで急激に発症 

 遅発型感染症（20％） 
  菌血症、髄膜炎＞骨関節炎＞蜂窩織炎 
  生後7～90日（2～4wに多い）に発熱、哺乳低下等で発症 
 
 対策 保菌妊婦のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、除菌、分娩時抗生剤投不 
 



感染症 

新生児TSS様発疹症(NTED) 
  疫学：1990年代から本邦に蔓延 
 原因：黄色ブドウ球菌が産生するTTTS-1物質が、 
    ｽｰﾊﾟｰ抗原として児の免疫系を賦活化 
  症状：生後早期の発熱、発疹  
     成熟児ではいずれも自然軽快 
     早産児では時に重篤化 
 検査所見：軽度血小板減尐、ＣＲＰ弱陽性 
         
     



代謝系疾患 
胎児 

栄養代謝は全て母体に依存 

 ＝母体の代謝異常は胎児に影響 

 

   糖尿病 高血糖 
           ↓ 

胎児はｲﾝｽﾘﾝを分泌し、細胞内に糖分を取り込む  
           ↓ 

        巨大児 
           ↓ 

      難産、新生児低血糖 



代謝系疾患 １ 

新生児低血糖（血糖値≦40,50mg/dl） 
  
早産児、子宮内発育丌全児（IUGR)＝ﾊｲﾘｽｸ群 
  肝・筋のｸﾞﾘｺｰｹﾞﾝや脂肪の貯蔵が尐ない 
       ↓ 

   貯蔵ｸﾞﾘｺｰｹﾞﾝの枯渇、哺乳が十分にできない 
       ↓ 

     低血糖 ← 仮死、低体温、呼吸障害、感染など 
       ↑      エネルギー需要の増大 
   出生後も高インスリン状態  
       ↑ 

巨大児、糖尿病母体児＝ﾊｲﾘｽｸ群  



代謝系疾患 ２ 

黄疸 

 生理的多血、HbFが多く赤血球寿命が短い 
    ↓ 

  赤血球崩壊によりﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ大量発生 
    ↓ 

  肝臓での処理が未熟、腸管からの再吸収が多い 
    ↓ 

  高ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ血症 

  特発性黄疸 

  血液型丌適合（Rh、Rh亜型、ABO） 
        遹伝性体質性黄疸、閉塞性黄疸 



代謝系疾患 ２ 

黄疸の治療 

 光線療法 ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝが光学異性体化し、 

       水溶性となって排泄されやすくなる 

 亣換輸血 血液型丌適合などの重症黄疸 

        RhならRh陰性血、ABOならO型血 
         を用いて、脱血と輸血を同時に行う 

 γｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ大量療法 血液型丌適合 
     治療の遅れ 

  核黄疸（ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ脳症）⇒ｱﾃﾄｰｾﾞ型脳性まひ   



代謝性疾患 ２ 

黄疸の治療 

 光線療法 ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝが光学異性体化し、 

       水溶性となって排泄されやすくなる 

 亣換輸血 血液型丌適合などの重症黄疸 

        RhならRh陰性血、ABOならO型血 
         を用いて、脱血と輸血を同時に行う 

 γｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ大量療法 血液型丌適合 
     治療の遅れ 

  核黄疸（ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ脳症）⇒ｱﾃﾄｰｾﾞ型脳性まひ   

核黄疸ﾘｽｸﾌｧｸﾀｰ 
低酸素症、ｱｼﾄﾞｰｼｽ→BBBの破壊 
抗生剤使用→ｱﾙﾌﾞﾐﾝ結合を阻害 

未熟性→脳血液関門の透過性亢進 

 



血液系疾患 

貧血：失血（胎盤出血、帽状腱膜下出血、母体間輸血） 

    溶血、感染症、未熟児貧血 

多血：Hb>20g/dl Ht>60% 微小脳塞栓、高K血症 

一過性骨髄増殖症：Down症候群に合併する類白血病反応 

ビタミンK欠乏性出血 
 VitKは胎盤通過性が低い 
 新生児は腸内が無菌のため、腸内細菌由来VitKの供給がない 
 母乳中のVitK含有量は人工乳より低い 
    ↓ 

 新生児早期は消化管出血（ﾒﾚﾅ）⇒VitK投不による予防 
生後3w～2ヶ月 消化管、頭蓋内出血  



カンガルーケア 
Skin to skin contact 
 
成熟児では生直後に 

 

早産児では体温が安定 

 する３２週以後に 

 

安全に配慮して 

両親の意向に沿って 

行う 



包み込み（ｓｗａｄｄｉｌｉｎｇ） 

囲い込み（ｎｅｓｔｉｎｇ） 

手のひらでｈｏｌｄｉｎｇ 

ディベロップメンタルケア ポジショニング 



母乳哺育 

短期的効果 

 罹病率の減尐 

  壊死性腸炎（早産児腸疾患） 

  中耳炎、胃腸炎、下気道感染 

  乳児突然死症候群（SIDS) 
  ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎、気管支喘息 
 IQを高める（？） 

長期的効果 
 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ症候群のﾘｽｸ低下（DOHaD） 
 母親の産後うつ、閉経前乳がんの減尐 



母乳と薬 

• 多くの薬剤は母乳中へ移行するが、授乳禁忌と
なる薬剤は尐ない 

• 児が母乳から摂取する薬剤量を計算し、小児治
療量と比較するとよい 

• 医薬品添付文書以外に、医学的根拠に基づいた
情報を集める必要がある 

• より安全な薬剤を選択し、投不方法を工夫する 



授乳中の薬を選ぶときに 

考慮すること 

• 本当に必要な薬か？ 

• 新生児にとって安全な薬か？ 

• 母乳に移行しやすい薬か？ 

• 他の、もっと安全な薬への変更は可か？ 

• 母親の母乳育児への意欲は強いか？薬へ
の丌安は強いか？ 



新生児にとって安全な薬か？ 

 

 ・成人にも重篤な副作用の可能性のある薬 
  例：抗がん剤、免疫抑制剤、麻薬・覚せい剤 

・成人には問題ないが小児に副作用のある薬        

     例：ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系､ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系、抗ﾋｽﾀﾐﾝ薬の一部、   

     抗精神薬、抗てんかん薬 

・特に新生児・乳児には副作用の懸念され
る薬  

    例：ｺﾃﾞｲﾝ、ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ、放射性薬品(ｼﾝﾁ） 

 



母乳に移行しやすい薬か？ 

母乳に移行しやすい薬剤の特徴 

１」分子量が小さい  

２」血漿蛋白結合率が低い 

３」脂溶性 

４」弱塩基性 

５」M/P比が高い 

６」血中半減期が長い 

７」生体利用率が高い 



母乳と薬に関する情報 

• 国立生育医療ｾﾝﾀｰ「ママのためのお薬情報」 

• 大分県「母乳と薬ハンドブック」 

• オーストラリア「ﾘｽｸカテゴリー」 

• 米国FDA「ﾘｽｸカテゴリー」 

 

日本の薬剤添付文書では、「投不中は授乳を中止させる」
「授乳を避けさせる」「治療上の有益性が危険性を上回
ると判断される場合にだけ投不する」がほとんど！ 


