
 はじめに 

　世界中の皆様が新型コロナウイルス（COVID-19）との闘いを始めてもうすぐ2年に 

なります．その間，わが国でも5度のパンデミックに陥ったり，落ち着いたりなどの変化 

をくり返しております．ようやくワクチン接種も普及してきましたが，絶対的な有効性

をもった治療薬も2021年11月現在，存在しておりません．今後の動きは不透明な部分

がございますが，我々，重症患者を管理する部門に属している立場としては，これまで

の反省を生かしながら有事に備えることに変わりはございません．

　その重要な鍵の一つとなるのがECMO診療になります．今回のCOVID-19に対する

診療で，呼吸ECMOの立ち位置，存在意義は非常に高いものになりました．私も理事を 

拝命しているNPO法人日本ECMO netという組織の頑張りも当然ながらございます．

実際に，第5波を経験したことで，わが国の呼吸ECMO導入数は明らかに世界で一番と

なりました．成績も基準や解釈がさまざまですので一概にはいえませんが，世界最高峰で 

あることは間違いございません．今回，呼吸ECMOの知名度が高くなったことで，従来

の人工呼吸器管理で状態が厳しくなった際に担当医やご家族も呼吸ECMOを頭に浮か

べるようになりつつございます．そのため，今後のアフターコロナの時期にたどり着いた 

際も，重症呼吸不全への対応の選択肢の一つに呼吸ECMOはなろうかと思います．東京

都立多摩総合医療センターECMOセンターにもそのような問い合わせが非常に増えて

おります．そのような意味からも今後，呼吸ECMOの需要は増加してくると思われます．

　呼吸ECMOは究極のチーム医療です．さらには，その中心に位置するのは最前線で 

活躍している看護師の皆様になります．呼吸ECMOを導入後に，実際にベッドサイドで

患者様とECMO装置の管理を医師が施行する時間は非常に短く，看護師の皆様が23時

間以上張り付いているという報告もございます．そのサポートを臨床工学技士の皆様に

行っていただいております．

　本書はそのような呼吸ECMO管理の主役である看護師の皆様にフォーカスした内容

になります．呼吸ECMO管理の肝といえるサーキットチェックを重要視して，いわゆる

“ECMOのバイタルサインを診る”という概念を自施設の文化として浸透させることが

できることを目指しております．また，呼吸ECMOにかかわる医師への教育体制もまだ

まだ不十分ななかで，ECMOナース（ECMOスペシャリスト）の養成や教育システムの

確立など，さまざまな問題を抱えている状況です．

　まだまだ発展途上のわが国の呼吸ECMOですが，非常に高い潜在能力を感じており 

ます．まずは最前線で張り付く看護師の皆様への実践と教育のお手伝いができればと 

の思いで本書の発刊に至りました．執筆者の各位におかれましても，コロナ禍という非常 

にご多忙の真っただ中に無理を強いてお願いしました．ここに深く御礼申し上げます． 

また，本書の企画，発刊にあたり，多大なご協力と絶えず叱咤激励をいただきました 

学研メディカル秀潤社編集部の谷口友紀氏にも深く感謝を申し上げます．

　2021年11月
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