
特集／もっと伝わりやすく！医療安全の基礎知識と研修

　皆さんは，医療安全の現場のことをご存じない知り合いから「何のお仕事をしているの？」と尋ねられて，

分かりやすく簡潔に説明できるでしょうか？　法的・制度的に言えばいろいろあります。しかしそれとは別

に，医療安全の本質，自分の職務の根っこを，自分なりにどう咀嚼し，腹落ちさせているかとなると，どう

でしょうか？

　医療安全の基本を改めて振り返る今回の特集にあたり，これまで本誌にもユーモアあふれる記事を種々ご

寄稿いただいている大原志歩氏に，編集部から「ムチャぶり」をさせていただきました。「もしも一般の人か

ら『あなたのお仕事』について短い講義を依頼されたら，どんなふうに組み立てますか？　地域の高校生や

お年寄りも楽しく聴けるような講義案を作ってください」と。

　その手腕のほどは本稿をご覧いただくこととしまして…読者の皆さんにも，ぜひこの機会に「自分ならど

う話すだろう？」と想像していただきたいと願っています。「医療安全」「医療安全管理者」について，誰に

でも分かりやすく簡潔に語れるよう，ご自身の考えや思いを整理してみることは，職員に医療安全を伝える

上でも，そして日々の厳しい職務状況の中でご自身を支え続けるためにも，きっと糧となってくれると思い

ます。〈編集部〉

プロローグ

　「医療安全管理者」とは何者で，何をする
人なのか。
　ヒト科医療種である「医療安全管理者」は
約15年前に誕生し，名称は広く知られてい
るにもかかわらず，その生態については未知
なる部分が多い（それ以前の生息については
明らかになっていない）。生まれ出でた時は
多くのバッシングを受ける医療崩壊の最中で

あり，当初より大きな十字架を背負ってい
た。その後，さまざまな環境の変化に適応し
ながら独特の進化を遂げてきたのだ。
　安全な医療こそが国民の信頼につながる大
切な要素である。しかしながら，国民は生を
受け，そして天に召されるどちらの瞬間も，
そのほとんどが病院であるケースが多いにも
かかわらず，医療の不確かさや医療者の個々
の努力や意識，気合で支えられている「医療の
安全」という無形で見えない状態を，知らず知
らずのうちに神話化してはいないだろうか。
　100％の安全は存在しない。リスクは常に
存在する。人間は間違いを犯す生き物であ
る。それでも「医療の質向上と安全の確保は
国民の願いである」と厚生労働省が言い続け

「医療安全管理者」という生業
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　　　　　TQMセンター　医療安全管理室　副室長

おおはら・しほ●2011年全日本病院協会医療安全管理者養成課程を修了，同年11月より医療安全管理室へ異
動。専従医療安全管理者となる。2015年日本医療機能評価機構クオリティマネージャー養成課程修了。2018年
日本医療機能評価機構医療安全管理者マスターコース修了。現在に至る。趣味：ゴルフ，筋トレ

本稿で紹介している講義スライドをカラーでご覧いただけます。

ダウンロード資料

https://www.nissoken.com/ps/

病院安全教育 Vol.7 No.44



るのであれば，無形で見えないものと対峙す
る私たち「医療安全管理者」という仕事，ア
イデンティティについて胸を張って語るべき
なのではないだろうか。そう，自信を持って。
　なぜなら，「国民の願いを叶える」ことが
できるお仕事なのだから。

講義に寄せて

　テーマは「医療安全管理者という生業」で
ある。私自身，医療安全管理者という分類に
属している。しかし，自施設の職員で本当に
この業務を知っているのはわずかばかりであ
ろう。当然，外界の友人にはまったく理解が
得られない。「苦情処理なの？」とか「記者
会見の担当？」と無垢だが辛辣な一撃を浴び
せられるのがオチである。災害対策やお客様
相談窓口（類似点はあるが）との誤解も多い。
　「あんぜん」と聞いて一般の方がまず思い
描くのは，建設現場に組まれた足場の巨大垂
れ幕ではないだろうか。垂れ幕に「事故ゼ
ロ！」「安全第一！」と掲げられ，朝のミー
ティングでは現場の職人や関係者による「ヨ
シ！」「ヨシ！」の指差呼称が始まるのである。
　日本人は諸外国に比べ，とかく安全に対し
て特殊な考え方を持っている。安全はただで
あり，コストをかけるものではなく，安全な
状態＝絶対安全＝どんなことがあっても事故
が起こらない，と考えがちである。読者の皆
さんも身に覚えがないだろうか。
　医療安全管理者を語るに外せない，この
「あんぜん」に対する尺度の違いについては
講義の冒頭で説明する。諸外国のように陸続
きで他の民族からの干渉を受けやすい場合，
自衛することがやむを得なくなり，多民族の
中においてスタンダードが必要になっていた。
その点，外部からの干渉を受けにくかった日

本では自国のルールに留まる傾向にある。
　製品の安全性やクオリティは，世界で群を
抜く信頼性がある。なおのこと，自国のルー
ルには完璧性を求めがちであり，逸脱した時
は過剰反応を起こす。さらに対象が「ひと」
（この場合患者）となれば，より一層完璧を
追及するのである。そこで何かしら逸脱した
こと（医療の事故など）が発生すると，医療
人はたちまち「自責の念」に苦しむことにな
る。そうやって，医療現場では職員が個の努
力によって安全の担保に身を削ってきた。垂
れ幕を下げることなく，ひたすら唇を噛んで
耐え忍んできたのだ。

講義の流れ

　では，ここからは実際の講義の流れについ
て見ていくことにする。スライド（P.８～13）
と照らし合わせて確認してほしい。

＊　＊　＊
●❶講義のタイトルです。分からないことを

知ってもらうためには独特な表現をして，

まず掴みましょう（成功するとは限りませ

ん）。

●❷本講義で何を伝えるか？　を一言伝えます。

●❸contentsです。

●❹医療安全の前に「安全」そのものについて

聞きます。通常，「安全」についてどんな

ことを考えるか聞いてみると，昨今の自動

車事故多発を受けて「交通安全」や，「住

宅のセキュリティ」「食の安全」などが出

てくるでしょうか。医療の安全を思いつく

人は皆無でしょう。

●❺wikiではISOの定義が出てくるので，辞典を

引用しました。

●❻まず「平穏無事って何だ？」となります。安

全と同義語ではありません。
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●❼「安全＝絶対安全」という誤解があります。

日本人にとても多いようです。それを解き

ましょう。

●❽ISOなどで定義されている安全の概念につ

いて説明します。常にリスクはゼロではな

いことを強調します。

●❾安全の概念を図で示しました。

●�しかし，その尺度は国や宗教，歴史や文化

に影響を受けます。他国と日本とでは「安

全」に対する考え方が違うことは聴講者も

容易に想像できるでしょう。

●�どちらにしても100％の絶対安全はありま

せん。強調しつつ，医療に目を向けます。

●�医療はこうであってほしい，そういう気持

ちの表れかもしれませんが，「当たり前」

と思われてしまいがちなところを表しま

す。

●�しかし医療は不確かです。そもそもリスク

を伴うものであると説明します。

●�医療という結構大変なことを「ひと」がやっ

ている。その「ひと」が危ういのだ，とい

うことは次のコンテンツで説明します。

●�contentsです。

●�ここでまず，「安全管理者」があらゆる職

業において存在することを説明します。医

療だけじゃないぞ！　ですね。

●�「医療安全管理者の生い立ち」を説明しま

す。1999年の残念な事故について簡単に

話します。

●�国の政策で生まれたことを説明します。自

然発生ではありません。

●�ここで，「医療」「安全」と言葉の説明から，

「医療安全」を解きほぐして考えます。

●�スライド●�の続きです。

●�ここでまた「ひと」です。contents１で軽

くフリができています。

●�「許せる範囲に収まっている状態」にするに

も「ひと」にはヒューマンエラーが付きま

といます。

●�危うい存在である「ひと」が行うリスキー

な医療。厚生労働省は取り組んで安全を確

保せよ，と言っています。漫然と医療の安

全は担保できないことを国も分かってい

る，ということです。

●�しかし，やはり「ひと」は危ういのです。

●�さらに医療現場は危うさ倍増です。

●�医療のリスクは本当にハンパないのです。

●�その上でもなお，医療者は何とかしようと

するさまを説明します。

●�そして自分を追い詰める。その悪い構図も

付け加えます。

●�国民の願い。それは崇高であると同時に重

責なのです。

●�結局は魔のスパイラルに陥ることを示して

います。

●�そこで誕生したのが「医療安全管理者」で

す。何となくすべての医療者に求められて

誕生したような雰囲気です。

●�contentsです。

●�私たちのお仕事について説明する前に，医

療者の性善説を軽く説明します。性善説を

崩すと，たちまちFBIかCIAになる必要が

出てきます。ここは性善説としておきま

しょう。

●�私たちのお仕事は，まず管理者の勅命であ

ることを説明します。文面が堅苦しいので

淡々と読み上げましょう。

●�こちらも厚生労働省の指針の一部です。こ

ちらも淡々と読み上げましょう。

●�淡々のラストです。このスライド１枚で実

は医療安全管理者の業務を語ってしまって

います。ここからはこの文章に少し具体性

を持たせて説明しましょう。

●�簡単な一言でまとめてしまっています。相
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手に伝えるには要約が大切です。

●�ここでまた「ひと」が危ういことを伝えます。

●�医療安全管理者をするなら，その「ひと」

を攻略せねばなりません。

●�身近な千円札を出しています。今の千円札

はどちらでしょうか？　聴講者は一瞬考え

るようです。

●�なぜ一瞬考えてしまったのか？　電子マネー

世代だからでしょうか？　人間は過去の経

験と一部の情報だけで判断してしまう生き

物なのです。

●�習慣性行為は無意識のうちに行われます。

これはどんな行為であっても起こり得るこ

とです。「ながら」運転が問題になってい

ますし，罰金も３倍になりました。熟練し

ている証拠とも言えますが，大変リスキー

な行為です。

●�見間違えてしまうことは多くあります。似

たような薬剤，形状のものはまだまだ存在

します。

●�世の中の他の分野ではさまざまな工夫がな

されていることを，間に挟みましょう。

ヒューマンエラーは医療だけの独特な話で

はない，ということです。

●�「ひと」の次は「モノ」です。間違えやすい

ものを列挙してみました。

●�似て非なる物，～しにくい物は一刀両断し

たいものです。

●�そして「仕組みや環境」です。常によい環

境の下で医療が行われるわけではありませ

ん。それは労働者では解決できない内容も

含んでいます。

●�ヒューマンエラーは原因ではなく結果。そ

の他の要素も相まって事故は発生するので

す。何となくこのあたりで「医療は恐ろし

い…」と少し思ってもらえると成功です。

●�ほとんどの医療は安全に行われています。

安全な状態を担保するよう，さまざまな対

策が講じられているからです。ちょっと安

心させましょう。

●�とはいえ，残念ながら医療は高度になり複

雑になっています。高齢化も大変なリスク

になりますね。

●�安全な医療を行う，安全な医療を受けるた

めのPDCAサイクルを説明します。こんな

ふうに対策が講じられていますが，これも

炎上寸前ですね。

●�医療安全管理者はそれでも立ち向かいます。

サポートは惜しまないのです。

●�そのため必要となる知恵や知識は多岐にわ

たります。何となくでも知っていること

が，医療安全管理をする上で大変な武器に

なります。

●�武器を持ちながら，病院内を俯瞰的に見る

こと，縦横無尽に動くこと，組織横断的に

働くことが求められます。ここで医療機関

の透明性を表現します。職員でありなが

ら，中立的であることを示しています。

●�結果的に個人，患者，企業（医療施設）は

全員が安全な医療を求めています。利益が

一致する重要な要素です。

●�さまざまな職種・部署のスタッフが主体的

になるよう働きかける必要があります。そ

して，チーム力を発揮してもらうために結

び目を管理することが一つの役割です。

●�医療安全管理者は名バイプレーヤーです。

自身だけでは安全は担保できません。あく

まで現場と患者が主役なのです。

●�〆のスライドです。医療安全管理者のお仕

事を理解していただくのは大変難しいです

が，他の医療職とは少しだけ違うというア

イデンティティを示します。講師だって気

持ちよく終わりたい。
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⽥舎の両親には
少しぐらい

知っててほしい

医療安全管理者
という
⽣業

社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会⽀部
神奈川県済⽣会横浜市東部病院
TQMセンター 医療安全管理室

⼤原志歩

contents

1.“安全”について考えてみる
2.医療安全管理者の⽣い⽴ち
3.医療安全管理者のお仕事

安全

●⼤辞泉
危険がなく安⼼なこと。傷病などの
⽣命にかかわる⼼配、物の盗難・
破損などの⼼配のないこと。

●広辞苑
安らかで危険のないこと。平穏無
事。物事が損傷したり、危害を受
けたりするおそれのないこと。

安全＝絶対安全
＝危険など

考える必要なんて
まったくない

常にリスクは存在する

許せる範囲の
リスク ぎり許せる範囲

リ
ス
ク
の
⼤
き
さ
↑

何らかの影
響度→

受け⼊れられない
範囲のリスク

安全

リスクの
⼤きさ

安全の尺度は１つじゃない
許せる範囲は流動的

それぞれの宗教・地形・歴史・⽂化などに影響を受ける

しかも

医療安全管理者って何者なのか︖

その名は医療界で広く知られているが
外界ではまだ無名である。
この約15年間という短期間で
さまざまな環境の変化に適応しながら
独特の進化を遂げた。
それ故、同胞でさえ全容を把握しきれない場合も
あるという。

「安全」とは
どんな状態を
⾔うのでしょう︖

住宅の
セキュリティ

交通安全
⾷の安全

医療安全管理者

病院の中で
平穏無事であることを
保障してくれる⼈かしら︖

安全＝平穏無事︖︖︖︖

国際基本安全規格における安全の概念
ISO/IEC GUIDE51:2014

Freedom from unacceptable risk

「許容できないリスクがないこと」
Risk＝危険・不確実・恐れ

国際安全規格は、ISO（国際標準化機構）の規格とIEC（国際電気標準会議）の規格が代表
的で両者は、協⼒関係にあり、IEC規格は電気電⼦分野、ISO規格がその他の分野となっている。

●❶
〈講義スライド〉

●❸ ●❹

●❺ ●❻

●❼

●●❾

●❷

●●❽

●�
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そもそも
100％の

絶対安全はない

医療・病院は?
となりますと

医療って不確かなのですよ
医療⾏為は、⼈体に対して
何らかの侵害を加えることになる

＝医的侵襲⾏為
これらは法的に正当な医療⾏為

治療＝侵襲
＝リスクを伴うもの

contents

1.“安全”について考えてみる
2.医療安全管理者の⽣い⽴ち
3.医療安全管理者のお仕事

医療安全管理者の⽣い⽴ち
1999年
有名市⽴⼤学付属病院において、患者を取り違えた
まま⼿術が施⾏される事故が発⽣。
また、翌⽉には都⽴病院で⾎管内に消毒薬を誤注⼊。
センセーショナルに報道され、これからしばらくの間、医療
不信・医療崩壊を招くことになる。

医療 安全
⼈間の健康の維持
回復、促進などを
⽬的とした諸活動

許容できないリスク
がない

医療⾏為において、そのリスクが
許せる範囲に収まっている状態で
あること

医療安全管理者
医療⾏為において、そのリスク
が許せる範囲に収まっている
状態であること

の、管理者。

病院って
安全なところでしょ︖

ていうか
100％安全に

やって当たり前でしょ︖

医療って不確かな上に
その不確実で
複雑で

⾼度な知識と技術が必要で
しかも侵襲のある⾏為を

「ひと」が実施している
『安全管理者』はいたるところに
労働安全衛⽣法において定められている、事業場の
安全全般の管理をする者

※常時50⼈以上の労働者を使⽤する事業場におい
ては専任が義務。それ以下は安全衛⽣推進者となる
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、加
⼯業、電気業、ガス業、熱供給業、⽔道業、通信業、
ゴルフ場業・・・・・

医療安全管理者の⽣い⽴ち
2001年（平成13年）
厚⽣労働省に医療安全推進室が設置 医療安全対策検討会議が開催
2002年（平成14年）4⽉
医療安全対策検討会議により、「医療安全推進総合対策」報告書がとりまとめられ、

⽇本の医療安全対策の基本的な考えが⽰された
2002年（平成14年）10⽉
病院、有床診療所に、医療安全管理体制の整備を義務付け
2003年（平成15年）4⽉
特定機能病院、臨床研修病院に、医療安全管理者の配置等を義務付け
2006年（平成18年）6⽉
医療法において無床診療所および助産所についても医療安全管理体制の整備を義

務付け

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�●�

●�
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医療って不確かな上に

「ひと」が実施している
HUMAN

取り組まなければ得られない
医療の質の向上と安全の確保は

国⺠の願いであり、
医療機関が最優先に

取り組むべき課題の⼀つである。

厚⽣労働省
医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針
厚⽣労働省 医療安全対策検討会議
医療安全管理者の質の向上に関する検討作業部会
平成１９年３⽉

(1)作業中断が多い
(2)多重タスクである
(3)制御対象（患者）の状態が異なる
(4)時間的圧⼒が⾼い
(5)情報の種類が多く、量が多い
※情報の判別が困難な場合もある

(6)やるべき作業そのものが多い
(7)常にある程度の緊張を強いられる

哀しいかな 医療現場は

⾃らを追い詰める

哀しいかな それでも
患者さんには全⾯的に応えたい

「不注意」などということは
あってはならないのだ・・・

私や家族の命を預かるプロの職業⼈には
「不注意」など起こらない、と約束してほしい
絶対的な安⼼が欲しい

100%の安全はない上に
すごいリスキーな医療を
間違える⽣き物である
「ひと」がやるって

それだけでもアレなのに
国⺠の願いとか⾔われると

エラー

⾃罰・後悔

⾃責の念

根性⼊れ
て頑張る

ヒューマンエラー

• To err is human ⼈は必ず間違える
（1999⽶国IOMレポート）

•意図しなかった結果となった⾏為

逃れられないの
「ひと」ですから

•忘れることがある
•間違えることがある
•感情に⾛ることがある
• ついウッカリがある
•思い込みがある
•横着をする時がある
•先を急ぐことがある

•⼀つしか⾒えない時がある
•⼀つしか考えられない時がある
•⼈の⾒ていない時違反をする
•気がつかないことがある
•パニックになることがある
•信じ込むと疑わなくなる
•「⽣弱説」

哀しいかな ひとは

そしてすぐ個⼈が頑張っちゃう

責任感の強い⼈は⾃罰的傾向
→エラーをすると⾃分を責める

⾃罰的傾向のある⼈は他⼈に対しても懲罰的
→誰かがエラーをすると当事者を責める

意識が低かった
からだ︕

当事者が不注意
だったからだ︕

当事者の処罰
当たり前

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�●�

●�
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医療安全管理者誕⽣♡

取り組まなければ得られない
『医療の安全』
とすると
取り組むための⼈材、組織が必要だ

⼤前提として

医療者はミスや間違いを起こしたくない
絶対に起こしたくない
起こしたくない

そう思って働いている

医療機関における
医療安全管理者の位置づけ

医療安全管理者とは、各医療機関の
管理者から安全管理のために必要な
権限の委譲と、人材、予算およびイ
ンフラなど必要な資源を付与されて、
管理者の指示に基づいて、その業務
を行う者。

医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針
厚生労働省医療安全対策検討会議
医療安全管理者の質の向上に関する検討作業部会
平成１９年３月

≒100%の安全はない上に
すごいリスキーな医療を
間違える⽣き物である

「ひと」がやる

そこをあらゆる⾓度から
サポートする

医療安全管理者するなら

「ひと」を知ることから
HUMAN

⾒本 ⾒本

電⼦マネー主体の時代
札をしっかり⾒ているのか︖

それが「ひと」

contents

1.“安全”について考えてみる
2.医療安全管理者の⽣い⽴ち
3.医療安全管理者のお仕事

管理者からの勅命
医療機関の管理者は、⾃ら安全管理体制を
確保すると共に、医療安全管理者を配置する
にあたっては、必要な権限を委譲し、また、必
要な資源を付与して、その活動を推進すること
で医療機関内の安全管理に努めなければなら
ない

医療安全管理者の業務
医療安全管理者は、医療機関の管理者から委譲
された権限に基づいて、安全管理に関する医療
機関内の体制の構築に参画し、委員会等の各種
活動の円滑な運営を支援する。また、医療安全
に関する職員への教育・研修、情報の収集と分
析、対策の立案、事故発生時の初動対応、再発
防止策立案、発生予防および発生した事故の影
響拡大の防止等に努める。そして、これらを通
し、安全管理体制を組織内に根づかせ機能させ
ることで、医療機関における安全文化の醸成を
促進する。

医療って不確かな上

「ひと」が実施している
HUMAN

●�

●�

●�●�

●�●�

●�
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●�

病院安全教育 Vol.7 No.4 11



⾒本

ここらへんの
⾊味と数字で判断

それが「ひと」

うっかり
⾒間違える

それが「ひと」

そして「モノ」
⾊が似ている
形が似ている
名前が似ている
操作が似ている
ボタンが似ている
⼤きさが似ている
似ている数が多い

表⽰が⼩さい
表⽰の⾊が薄い
読みにくい
持ちにくい
使いにくい
覚えにくい

ややこしい「仕組み・環境」
複雑な作業⼯程
ガチガチなルール
学ぶ機会がない
⼈間に頼りすぎる
暗い
寒い・暑い・・・・

それでも当たり前のように

リスクを許容できる範囲に収めるべ
くさまざまな対策を講じている。
だから、そのほとんどは事故にならず
に医療は実施されている。

医療の⾼度化・複雑化待ったなし

あれ︖
電気消したかな︖

それが「ひと」

あれ︖
鍵閉めたかな︖

世の中とっくに「ひと」対策してます
●チャイルドプルーフ（チャイルドレジスタンス）
⼦供が簡単に操作・使⽤できないようにすることにより、危険源へのアクセスを

防⽌する設計

●タンパープルーフ（タンパーレジスタンス）
許可されていない改造や修理、いたずらなどにより、製品の機能低下や危険源

へのアクセスなどを防⽌することを⽬的とした設計

●インターロック
⼀定の条件を満⾜しない限り、機械が作動しないようにする仕組み

〜しにくい物

そんな「モノ」

似て⾮なる物

事故が起こる危険とは︖

①医療者のヒューマンエラー
ヒューマンエラーは原因ではなく結果

②不安全な環境や設備の状況
③対象の不安定な状態や危険⾏動

●�

●�
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おわりに
　「医療安全管理者」が生まれ出でるのは必
然だった。しかし，誰しも盤石な体勢で生ま
れてきたわけではない。人並外れた才知を持
つ者ばかりでもない。日本全国にいらっしゃ
る「医療安全管理者」の各位へバイオロギン
グ注）しなければ，正確な生態は明らかにな

らない。あくまで私たちの業務を垣間見せ，
説明することで，医療界における安全に対す
る粉骨砕身のさまを少しでも多くの方にご理
解いただければ幸いである。

安⼼して医療を⾏うため
安⼼して医療を受けるため

•把握する ⇒情報を集めリスクを発⾒する
•分析する ⇒リスクのレベルを分析する
•評価する ⇒リスク対応の優先度を決定する
•対処する ⇒対策を⽴案する
•実⾏する ⇒対策を実⾏する
•再評価する

リスクを許容できる範囲に収めるために

100％の
絶対安全はない

だけど
リスクを最⼩限に留める
サポートは惜しまない

認知

コミュニケーション能⼒
⼼理学

サポートするには武器が必要

対話推進

倫理
医療・医学

薬理学

⼈間⼯学

⾏動⼼理学

各種法律

科学・物理

労働環境・労働衛⽣

観察⼒・分析⼒探求⼼

交渉術

忍耐力

柔軟性・刷新性

安全な医療を
提供したい

提供側の利益と顧客の利益が⼀致

個⼈の利益と企業全体の利益が⼀致

医療安全管理者とは

重要な役どころでありながら
縁の下で現場を⼒強くサポートする

名バイプレーヤー
現場・患者が主役

患者・家族

医師
薬剤師

検査技師

公認

⼼理師

事務職

介護福祉
⼠療法⼠

その他

管理

栄養⼠

診療放射
線技師

臨床⼯学
技⼠

看護師

医療安全
管理者

俯瞰的・縦横無尽・組織横断的・中⽴的

医療機関において
医療⾏為が安全に⾏われるために
さまざまな職種、部署が
有機的に結びつく必要がある。

その結び⽬が友好的で有効的であるよう
管理するお仕事です。

「あんぜん」という
無形で⾒えないものと対峙し
「国⺠の願いを叶える」
ことができる
希少種である。

●�

●�

●�●�

●�●�

●�

●�

注）バイオロギング：小さなデータ記録装置を動物の体
に直接取り付け，動物の動き，行動や生理学について
詳しく調べる学問手法。
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