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本稿の目的は、医療現場における人事考課の変容を明らかにすることにより、高

度な専門的サービスを生み出すナレッジワーカーを対象とした人的資源管理に関す
る新たな展開についての推論を試みることである。

本研究の発見事実は、次の３点に要約される。第１に、Ａ病院の事例では、人材
タイプが増加する中で人事制度タイプが増加するパターンと、人材タイプが増加す
る中で人事制度タイプが減少するパターンという２つの傾向が確認された。第２に、
Ａ病院の事例では、人材タイプの増加に対応するため人事制度タイプを増加させた
が、結果として制度の複雑さに伴う管理の困難性が窺われた。第３に、Ａ病院の事

例では、人事制度タイプの増加に関連して管理の困難性が生じたため、さらに人材

タイプの増加が予想される中で、人事制度タイプを減少させるような施策を模索し
ていることが示された。

このような調査結果に基づき、次のような議論を行った。１つは、従来のダイバー
シテイ・マネジメントの議論におけるヒトと制度の多様性を、「ヒトのダイパーシ
テイ」と「制度のバラエティ」に区分することを提案したことである。もう１つは、

ダイバーシティ・マネジメントにおいて、「ヒトのダイバーシティ」の増大と「制

度のバラエティ」の増大というHi-Hiパターンだけではなく、「ヒトのダイパーシ
ティ」の増大と「制度のバラエティ」の減少というHi-Loパターンの検討必要性を
指摘したことである。

キーワード：人事考課、報酬管理、ナレッジワーカー、医療現場、ダイバーシティ・
マネジメント、最小有効バラエティ、チーム作業、成果主義
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１．はじめに

近年、工業化社会から知識社会へと産業社会が急速に変化しつつあることは既に大方の周
知されていることであろう。いわゆる経営資源の諸要素の中でも「モノ」が重要な資源とし
て認知されていた工業化社会とは異なり、知識社会では知識を保有する「ヒト」をいかに戦

略的にマネジメントするかがますます肝要となることが喧伝されている（守島，2002)。そ

こで、知識社会において枢要な位置を占めるナレッジワーカー（knowledgeworker)Iを管
理するための制度を新たに設計する必要が出てくるわけである。そのような仕組みは、従来、

工業化社会における労働者に適用されていたものとは様相が何らかの点で異なることは推察

できよう（Davenport，2005)。
しかしながら、ナレッジワーカーの人的資源管理に関する研究は、十分蓄積されたとはい

い難い。実際に企業組織をはじめとする様々な組織においても、試行錯誤の中でナレッジワー
カーの人的資源管理を探索しているのが現状である。こうした状況下では、まずはナレッジ
ワーカーを対象とした人的資源管理の現在の姿を描き出し、今後検討すべき課題を導出する

ことが、精級な理論構築を行うための事前作業として重要になってくるものと考えられる。

ただし、いうまでもなく、ナレッジワーカーの人的資源管理と一口にいっても、職務・作業
組織設計、採用、配置・異動、教育訓練、評価、報酬などとその範囲は多岐にわたるため、
それらを包括的に論じることは研究の射程を超える。本稿では、人的資源管理の中でも人事
考課辺を中心に、それと結びつきが強い報酬管理に限定して叙述することにする3゜その理由

の1つは、人事考課はその結果が人材の育成・開発や昇進・昇格など、他の人的資源管

理に影響を与え、人的資源管理の要諦であるとされている（Mohrman，Resnick-West＆
Lawlerm1989）からである。もう１つは、我々がインタビューを実施したＡ病院の総務部
員が、ナレッジワーカーである医療専門職は、とりわけ給与に関して他病院に比べ「低い金

額を提示したときには、他の病院を、より良い病院を選ぶこともありました」と自らが行っ
た採用面接での出来事を語っていることに関連する。このようなインタビュー・データにも

示されるように、外部労働市場が発達し、雇用の流動性が激しいナレッジワーカーの評価や

給与に対する関心は、高いことが窺われるためである。「ナレッジワーカーの人的資源管理
に関する予備的考察」と題して、人事考課と報酬管理を取り上げて検討を加えようとする我々
の意図はまさにこれら２点に依っている。

本稿の目的は、医療現場における人事考課の変容を明らかにすることにより、ナレッジワー
カー、その中でもとりわけ高度な専門的サービスを生み出す労働者を対象とした人的資源管
理に関する新たな展開についての推論を試みることである。本研究の背景には、ナレッジワー

カー・チーム（knowledge-workerteam）への関心（Ｇｇ，Lewis，2004）や、成果主義の
ナレッジワーカーヘの対象拡大に伴うポスト成果主義的発想の模索がある。これらの現場に

おける新たな動向の中で、ナレッジワーカーの人的資源管理に関する今後の方向性を探るた
めには、人的資源管理の幅広い議論を整理するための鍵概念が必要になる。

結論を先取りすれば、本稿において注目する鍵概念は、「バラエティ（variety)」である。
我々が取り上げる病院組織の事例において確認されたのは、人的資源管理、特に人事考課に
関連するバラエティの増加である。そのバラエティの増加に伴いさまざまな課題が生じてき

たため、職場では人事考課を含む人的資源管理の「最小有効バラエティ（requisitevariety)」
－２０４－
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(Morgan，1997,ppll2-113）を選択肢の1つとして模索し始めている。ここから、人的資
源管理の最小有効バラエティについて探求する必要性が生じてくる。
本研究の課題は、次のように整理することができる。

①従来、医療現場のナレッジワーカーを対象とした人的資源管理は、どのように変化して
きたのか。

②今日、その人的資源管理は、どのような課題に直面しているのか。

③それらの課題から、今後、どのような人的資源管理の方向を見出すことができるのか。
④これら一連の変容は、人的資源管理論の潮流においてどのように位置づけることができ
るのか。

本稿の構成は、以下の通りである。次の第２節では、本研究の調査概要、データ収集方法
やデータ源について簡単に説明する。続く第３節では、リサーチ対象としたＡ病院の概要に
関して触れる。第４節と第５節においては、Ａ病院の人事考課と報酬管理の特徴と課題を、
従来と今日に分けてみていく。最後に第６節では、以上の事例分析から得られた発見事実を
整理・議論し、そこから導き出されうる本研究の含意および残された検討課題について順に
述べることにしよう。

２．研究方法
本研究の方法は、ケース・スタディに立脚する。ケース・スタディは、「どのように」あ
るいは「なぜ」という問題が設定されている場合に望ましいリサーチ戦略であるとされてい

る（Yin，1994,ｐｐ５‐８，邦訳，７～１０頁)。また、ケース・スタディは「探索｣、「記述｣、

｢説明」という３つの目的すべてに用いることができるとされている（Yin，1994,ｐｐ３－４，
邦訳，５頁)。冒頭で述べたように、本研究はナレッジワーカーの人的資源管理がいかなる
特徴を有し、どのように変遷しているかについて探索的に明らかにしていくことを目的とし
ている。ナレッジワーカーの人的資源管理について十分に解明されていない点があることを
考慮に入れると、リジッドな因果仮説を定式化するのではなく、丹念にケースの記述をし、

確固たる事実の積み重ねを行う余地があると考えた。その際、多面的にデータを得ることが

必要となるが、優れたケース・スタディは、複数の証拠源（multiplesourcesofevidence）
を拠りどころにし、このように複数のデータを証拠として活用できるところにケース・スタ

ディの最大の強みがあるとされている（Yin，1994,ｐ９１，邦訳，122頁)。以上より、本稿で
はケース・スタディをリサーチ戦略として選択した。本稿における調査方法と複数のデータ
源は以下のとおりである。

まず、調査方法は準構造化インタビュー法である１．既述のとおり、本研究は、必ずしも

厳密な仮説検証を目的としたものではなく、差し当たり、探索的なケースの事実収集に主眼
がある。とはいえ、あらかじめ聞き取りのプロセスを何も想定せずインタビューに臨むこと
は、無目的のフリー・ディスカッションに終始して、意味あるデータを収集できないことが

想定される。そこで、我々は準構造化インタビューにあたり、図ｌのようなフローチャート
を独自に作成した。

本フローチャートは、管理職用と非管理職用とで若干の文言は異なっているものの、全て

のインタビューは図１の流れに即して実施した。具体的には、まず、評価の仕組み（Ａ病院
－２０５－
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出所：筆者ら作成。

図１インタビュー・フローチャート（管理職用サンプル）
では「技能評価表｣）見たことがあるか否かが尋ねられる。見たことがある場合、実際にそ

の評価の仕組みを使っているか否かを聞き、使用している場合は「いつ（when）から」「ど
のように（how)」活用しているかが尋ねられる。「どのように（how)」の質問の中では、

報酬管理との結びつきについても確認される。一方、評価の仕組みを見たことがあるが使用
していない場合、あるいは、そもそも評価の仕組みを見たことがない（かつそれを使用して
いない）場合は、当初、設計された評価の仕組みとは違うやり方で「どのように（how)」

｢何を（what）基準に」評価し、「なぜ（why)」それを活用していないかが確認される。
また、報酬管理についても、本来、存在するはずの評価の仕組みを使わずに「どのように

(how)」「何（what）を基準に｣賃金を決定しているのかを尋ねる形式になっている。いず

れにせよ、このフローチャートの特徴は、評価と報酬管理がいかに結びついているかを明確
化していく構造になっているところにある。

こうしたフローチャートを作ることのメリットは、意図どおりのデータを漏れなく得るこ

とができているか否かを確認するといったテクニカルな点にあるだけではない。聞き取りを

行う際に、単純に制度導入の有無を確かめることに終始するだけにとどまらず、当初の設計
とは異なる運用方法をインタビュイーが回答したとしても、どの点に本来の設計のあり方が
観察されるのかを深く追究できるものと考えられる。このように、たとえ調査時点ではほと
んど分かっていない事実を探っていく場合であったとしても、いわゆる仮説検証型研究のよ
うに、ロジカルかつ深い視点で調査を進められる可能性がある点にも大きなメリットがある
と思われる。我々の知る限り、特に人事制度を対象にした事例研究は、従来、どちらかと言
えば制度の実態をやや大掴みに捕捉するスタンスを採ることの方が多かった。図１のような
フローチャートを作成することは、探索型研究を成功裏に行うための一里塚として有用であ
ると我々は考えている。

図１を踏まえたうえで、Ａ病院におけるインタビュー・データの収集は、2007年８月から
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９月にかけて行われた。インタビュー対象者は、看護師（病棟および老人保健施設)、薬剤

師、理学療法士、放射線技師、病棟および入院部門事務員、総務部人事担当課長、事務局長
(CEO）である。事務局長と総務部人事担当課長を除いて、各専門職については、部・課長

職および非管理職１～２名ずつに対して聞き取りを実施した5。なお、医師がインタビュー
対象者に含まれていないのは、彼らが評価や報酬の決定に携わっていないからである。今回
の調査目的は、評価者と被評価者の間における評価や報酬管理の展開のされ方を聞き出し、
制度の客観的な側面のみにとどまるのではなく、運用の実態にも迫ることにある。ところが、

５．１で言及するように、院長が全ての医師の評価と報酬を決め、他の職種とは異なる評価

や報酬管理の仕組みが医師には適用されている。したがって、今回は医師を聞き取りの対象
から除外した。

次にデータ源についてである。いま述べた準構造化インタビューのほか、追加的な情報
を提供する文書や資料を利用した。具体的には、病院概要、組織図、人事考課のフォーマッ
トや給与体系などに関する未公開の内部資料を入手することができた。また、インターネッ
トのホームページからも必要な情報を抽出し活用している。下の表１は、調査の方法と対象
を整理したものである。
表１調査方法とデータ源
調査方法およびデータ源
準構造化インタビュー法

調査対象

看護師（部長職：Ｎ＝２
課長職：Ｎ＝３
非管理職：
Ｎ＝２）．薬剤師（部長職：Ｎ＝１
非管理職：Ｎ＝１），
理学療法士（課長職：Ｎ＝１
非管理職：Ｎ＝１） 放射
線技師（部長職：Ｎ＝１
非管理職：Ｎ＝ｌ），介護士
(非管理職：Ｎ＝１） 総務部事務員（事務局長：Ｎ＝１，
人事担当課長職：Ｎ＝１
外来担当課長職：Ｎ＝1
院担当課長職：Ｎ＝１，外来担当非管理職：Ｎ＝1
院担当非管理職：Ｎ＝１）
【Ａ病院会議室で実施】

記録文書・資料の収集

入

入

書籍
内部資料
ホームページ

出所：筆者ら作成。Ｎはサンプル数。

こうして多職種および異なる階層の専門職に聞き取りを実施し、さらには複数のデータ源
を用いることにより、研究自体に「収散する探求」（converginglinesofinquiry）（Yin，

l9941p92，邦訳，123頁）をもたらし、インタビュー・データが事実へより一層収束するこ
とを目指した。以上が本研究における方法の概略である。それでは、次にＡ病院の概要につ
いてみていくことにしよう。

3．病院の概要
(1)設立

医療法人Ａ病院は、一般病床100床を有した病院である。Ａ病院では高齢化率の高い地域
－２０７－
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医療のニーズに応えるべく、急性期から慢性期、そして在宅・介護にいたるまで、１つの機

能に限定しない地域集約完結型の一貫した医療を提供できる体制を整備してきた。具体的に
は、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、訪問看護事業所が併
設されている。Ａ病院は最良の医療設備、医療技術と患者の心のケアが三位一体となった医
療を目指しており、安全かつ良質な医療機能が充実していることが高く評価され、日本医療
機能評価機構6の認定を受けている。
(2)理念

Ａ病院では、患者の権利と尊厳を守り、患者の気持ちになって考え、安全で高度な質の高

い医療を志して、「安心と信頼の医療・福祉を提供する」を理念としている。また、「心から
挨拶をします｣、「相手の立場に立って行動します｣など、１０項目からなる職員の行動指針を
掲げ、これを「クレド」と称して、全職員の名札ケースに入れて常時携帯させており、朝礼
などで読ませて理念浸透の強化に努めている。
(3)規模

Ａ病院の許可病床数は、一般病棟１００床、老人保健施設（以下、老健）入所100床、通所６０
人である。診療科は、内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、外科、整形外科、眼科、小児

科、神経内科、リハビリテーション科、放射線科、リウマチ科、人工透析の13科を有してい
る。職員数は2007年７月現在で、251名（病院：142名、老健：６９名、訪問：８名、本部：２６
名、理事：６名）である。外来患者１日平均264.2人、入院患者１日平均84.8人、平均在院日
数17.7日である。

病院の職員数に関連して、本稿の事例を読み解くうえで重要なポイントは、病院組織にお
ける医療専門職の職種や雇用形態が非常に多種多様であり、開業から今日まで、そして今も
なお医療専門職の多様性が増加し続けていることである。この背景としては、医療界におい
て、医療が高度化・多様化する中で、次々に新しい医療専門職が誕生してきたことが挙げら
れよう。

例えば、職種に関しては、表ｌで整理したように、我々がインタビューを行った職種だけ
でも、看護師、薬剤師、理学療法士、放射線技師、介護士、医療事務と実に多様であり、こ
れらはＡ病院の現場において活躍する医療専門職のほんの一部に過ぎない。また、雇用形態

に関しては、たとえ同じ看護師という職種であったとしても、正規社員と非正規社員が存在
している。

このように、ナレッジワーカーが増加しているという職場の特徴が、Ａ病院における人事

考課や報酬管理のあり方について考えるうえでの前提条件の１つになると考えられる。次節
以降、第４節と第５節の事例を読み進める際には、医療専門職の多様性の増加を念頭に置き
ながら、人事考課や報酬管理について思案をめぐらせていただきたい。

以上、Ａ病院の概要を簡単に整理してきた。Ａ病院が医療機能評価の認定を受け、外部機
関からの一定の評価を得ている点、複数の診療科を有し、一般病床から老健まで幅広く医療
事業を展開している点、これらの点からＡ病院が特殊なケースではないと判断されうる。

－２０８－

ナレッジワーカーの人的資源管理に関する予備的考察（井川・厨子）

４．従来の人的資源管理
４１導入経緯

本節以降、Ａ病院の人事考課と報酬管理の変遷について具体的にみていくのであるが、そ

れに先立ち、ここでは大まかな変遷の履歴を確認しておくことにしたい。2002年以前は、賃
金は勤続とともに徐々に上がっていく基本給のみで決められていた。2003年以降、個人の技
能（能力）をベースにした評価制度を整備し、毎年積み上げ型の基本給と技能給の組み合わ
せからなる賃金体系に改定され、今日に至るまで試行錯誤のなか設計・運用が行われており、
見直しも継続的にかけられている。

以下では、2002年以前を「従来｣、2003年以後を「今日」とし、変遷プロセスを改革前後
の大きく２つの時期に区分してＡ病院の人事考課と報酬管理の内実を確認していくことにす

る。また、新しい人事考課と報酬管理を運用する中で浮かび上がってきた課題に関する現場
の管理職の語りをもとに、今後の人的資源管理のあるべき姿を第６節で探求することにした
い。

４．２人事考課と報酬管理

従来の給与体系は、当初、総務部Ａが一般企業の就業規則を基礎に、県立病院の給与体系
と、私立病院協会の調査資料を参考にして作成した。これに加え、総務部Ａが職業安定所に
行き、他病院の給与体系を閲覧し、他病院の給与水準を十分に考慮に入れたうえで、当時の

人事担当の事務員と議論してＡ病院独自の給与体系を完成させている。その後は、診療報酬
の改定に伴い、例えば「看護配置加算」という国の診療報酬政策にしたがって、各医療専門
職の医療サービスに付随する診療点数を基準に給与額が設定されていた7．これが従来の基
本給とされていたものである。
このように国の診療点数政策によって各医療専門職の入職時の基本給が確定された後は、
経験年数に応じて毎年昇給が実施されていた。このことは、薬剤師Ａが当時のことを振り返っ
て、「入社して何年目でこれだけの給与というような形でたぶん最初は決められていたと思

います」と語っていることからも窺われる。従来の給与の仕組みにおいて、経験年数に比例
して支給額が上昇するということは、暗に経験年数が増えると各人の能力も伸長するとの前
提がある。したがって、人事考課と報酬管理は独立したものではなかったと考えられる。

また従来、基本給以外に夜勤手当や皆勤手当、住宅手当など各種手当が支給されていた。
というのも、当時、総務部Ａが医療現場の労務に関する学会において、手当を増やすことに

よって基準内賃金が少なくなり、法定福利費が減少するという,情報を入手したためである。
この理由により、手当を一時大幅に増やしたという。

さらに、賞与に関しては、基本給に一定月数を乗じて算定されていたが、Ａ病院の毎期の
収益に応じて、全職員一律の月数が付与されていた。よって、賞与は病院の収益に影響を受
けるものの、実態としては経験年数に規定される側面が強かったといえる。

以上のことから、従来の報酬管理は、経験年数による積み上げ型の基本給および賞与と各
種手当の組み合わせで行われていたといえる。
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４．３人事制度の課題

上述のとおり、従来の給与体系が国の診療報酬施策に大きく影響を受け、入職後は経験年

数に応じて基本給が右肩上がりに上昇するということは、言い換えれば、医療専門職が入職
後に獲得する専門的な能力の程度を経験年数に読み替えて賃金が決定されていたことを意味
する。それゆえ、医療サービスの質にダイレクトに結びつく各職種の専門性を適切に評価で
きていなかった可能性がある。

この問題にさらに拍車をかけたのが、各専門職の需要と供給の関係で入職時の基本給が定
まっていたことである。すなわち、人材が不足している専門職の給与は高く設定され、逆に

供給過剰な専門職の給与は低く設定されていた。その結果、「ある程度前に入った人がずっ
といて、後から入った人がいますよね。たまたまその人が前の人よりも仕事ができるように

なったと仮定したときに、ものすごく給与に開きが出てきたのです。月に10万近く差ができ
るというようなことが起りました」と総務部Ａが語っているように、高度な専門的能力を発
揮しているにも関わらず、保有能力に応じた給与が支払われない状況が生じてきたのである。

つまり、たまたまその時期に不足していた部署の専門職は高い給与が設定され、充足した状
態のときに入った専門職は低く給与が設定されていたというような状態であった。
また、基本給に加え、手当が支給されていたが、例えば「育児手当も出したのですね。子
供が４人いるから、それだけで良く仕事ができる人より給料が高くなっ」（総務部Ａ）てし
まい、個人のライフ・スタイルのあり様が給与額に影響する部分が多くなってしまった。結

果的に、高い専門的能力を有した優秀な医療専門職が離職したのである。

このように従来のＡ病院では、各医療専門職の専門的能力を適切に評価し、それに見合っ
た給与を与えるという、医療サービスの高い質を追求するうえで重要となる人的資源管理の
ルールが確定しておらず、病院内では評価や報酬管理の仕組みを疑問視するようになった。

５．今日の人的資源管理
５．１導入経緯

上述のような問題に直面していたＡ病院は、人事考課と給与体系の改革に向けて動き出す。
そのターニング・ポイントとなったのが、優秀な管理職クラスの専門職が辞めた2003年のこ
とである。このとき生じていたのが、「できる職員が辞めていく」（総務部Ａ）現象である。

総務部Ａが離職の原因を職員に尋ねると、仕事の遅い専門職が仕事の速い専門職に仕事を頼
み、能力ある優秀な専門職に仕事が集まる状況が生じていたことが判明した。このことは、

次の２つの意味において優秀な専門職の離職を促すこととなった。１つは、既にみたように、

従来、経験年数によって基本給が決定されていたので、数多くの業務を遂行しているにも関
わらず、優秀な専門職の給与がほとんど増加しなかったことである。もう１つは、低いレベ
ルの能力しか身に付けていない専門職が「いつまで経ってもできないと言って」（総務部Ａ)、
進んで業務に取り組まない事態が日常的となり、そうした状況でも彼（女）らに支給される
基本給に変動がなく、彼（女）らに能力の向上に努めるインセンテイブがなかったことであ
る。結果的に、Ａ病院ではますます仕事のできる専門職の業務負担が増え、彼（女）らがバー
ンアウトする事態に見舞われたようである。

こうした状況を改善するために、優秀な専門職の働き振りを評価し、その評価結果を賞与
－２１０－
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に反映しようと試みられた。約10項目からなる基準をもとに、「よく頑張った人にはあげま
しようっていう形にしたのです。それをパーセンテージにした時期もあったのですが、最終

的に１点１万円という形で点数をつけていった」（総務部Ａ)。ところが、この基準に暖昧な
部分が残っていたので、管理職が行う評価は主観的となり、「管理職の前でいいひとしてい
る人は点数が高くなって、（中略）そうじゃない人はやっぱり上がらなく」（総務部Ａ）なっ
ていた。各専門職の働き振りに相応しい給与体系に見直そうと一歩前進したわけであるが、
評価基準に課題を抱えていたのである。

かかる課題を目前にして、総務部Ａは労働経済学の知見や、当時の病院の人事考課制度に

ついての先進的事例を参考に、各専門職の専門的能力を評価する絶対的なスケールとして

｢技能評価表」を思案した。この技能評価表の作成にあたり、各専門職に求められる技能レ
ベルを設定する必要がある。そこで、各専門職が日常どのような業務を行い、その業務に対
していかなる能力が求められるのかをひとつずつチェックするための「業務整理」が組織を

挙げて行われた。業務整理の具体的内容については、５．２で詳述する。なお、技能評価表
の作成初期には、技能項目は大きくｌ～10のレベルが設定されていたが、各レベルは第１段

階と第２段階の２つのレベルにさらに細分化されていたので、実質的には20段階の難易度と
なっていた。

一連の作業と併行して、従来、経験年数に応じて決まっていた基本給と諸手当および賞与
から構成されていた給与体系にも、変更が加えられた。今日の給与体系は、従来のそれと構
成は同様であるものの、それぞれの決まり方と内容は異なっている（図２)。
【従来】（2002年以前）

【今日】（2003年以降）

◇人事考課

◇人事考課
技能評価表

能力の伸長度を経験年数に読み替えて
評価。管理職の主観的評価。

◇報酬管理
①基本給：経験年数

②手当計住宅手当，育児手当など，業務

I。

◇報酬管理

①基本給：「ベース絵」＋「技能絵」

②手当：大きくは，夜勤・緊急呼出手当，職務

に直接的に関係しないものも多数存

手当，管理職手当，業務手当，皆勤手

在。

当のみ。業務との関連性が高い。

③Ⅱ賞与：)11;本給×○ヶ月（基本は一律支給。た

③賞与：基本給×○ヶ月（一律支給）

録,薔鵡１，選鯛膀
出所：筆者ら作成。

図２人事考課と報酬管理の従来から今日への変遷

今日の報酬管理の詳細については５．３でみていくが、ここで変更のポイントを端的に述
べるとするならば、経験年数が基本給と賞与の決定要因であった従来の報酬管理から、技能

評価表を中心とした各職種の専門的能力に基づいた人事考課と報酬管理への変容である。換
言すれば、給与総額を増加させるために個人が専門的な技能のブラッシュ・アップを常に図
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り、それを適切に評価して賃金を与えるメカニズムが人事考課と報酬管理の中にビルト・イ
ンされているといえる。以上の変更は2003年のことである8．

その後、技能評価表と給与体系は継続的に修正が施されている。各職種によって若干異な
るが、当初、技能給の体系表で設定されていたＯから40の等級を、2004年にＯ等級を削除し、
加えて等級間の上げ幅も見直している。この見直しに伴い、2005年に技能評価表の計算式が

変更になった。また、2006年には、技能評価表の項目数の増減と、最終的に20段階の技能レ
ベルは５段階で評価可能となるよう調整が試みられている。

丁度、この時「共通評価表」が新たに作成された。共通評価表は、Ａ病院の理念・方針、

職員の行動指針である「クレド｣、一般社会人としてあるべき心構えや態度などが日常業務
の中でどれだけ各人の行動に具現化されているか、などを評価するものである。全職種共通
の項目が使用されることになっている。

ここで言及しておくべきことがある。それは、図ｌで整理した人事考課と報酬管理の一連

の改革は、医師のみ除外の対象となっていることである。Ａ病院では医師の給与体系は年俸
制が採られ、院長が独自に給与を決定している。その際、年俸は他病院の水準を勘案しなが
ら卒後年数を基礎に定まり、内視鏡検査のような専門技術を保有している程度や、特定の診
療科や分野の高度な知識を有しているか、あるいは医・歯学系の学会が認定するの専門医の

場合は、若干のプラス・アルファがあるという。医師だけ他の職種とは異なる評価や報酬管
理が展開されるのは、以下の理由からである。

もともと、他の職種と同じく、医師の評価も他病院や一般企業の事例を参考に、客観的な
基準を用いた取り組みがなされた。その時の評価の方法は、医師が患者に提供する医療サー

ビスに付随してくる診療点数に基づくものであった。すなわち、診療点数の単価が高い病気
を抱える患者を診断するか、あるいは診療点数の単価が低くとも数多くの医療行為を行うこ
とが、ダイレクトに医師の給料に反映される仕組みである。しかし、このシステムもとでは、
次の２つの問題が生じたようである。

１つは、医師よりも他の専門職の方が医療行為に関与する病気であるにも関わらず、その

診療１件当たりの点数が高く設定されている場合、医師の評価が必然的に高くなり、医師の

みに高額の給与を支払うようになってしまったことである。例えば人工透析の場合、患者一
人当たりの治療時間が長いため、機械を操作する臨床工学技師や看護師が必要になることが

多い。しかし、診療点数は医師の施術にしか設定されていないため、診療点数の何割が医師

とそれ以外の専門職の働きにそれぞれ相当するのかが明確ではない。診療１件単位で診療点
数が決まるので、人工透析に関与している医師は、内視鏡検査をしたり、外来診療したりす

る医師よりもはるかに多くの診療点数を稼ぎ出していることになる。診療点数に比例した給
与体系の場合、医師以外の専門職の医療行為への関与が比較的多い人工透析患者を担当する

医師の給与が、その他の医師の給与より高くなってしまう。これでは、診療点数と医師の労
働生産性は必ずしも一致しないのである。

もう１つは、極めて診断精度が高い医師は検査をそれほどしなくて済むので、診察料だけ

の点数しか付かないが、診断精度が低い医師は不必要な検査を数多くするため、その医師の
医療行為全体の点数が跳ね上がることである。それゆえ、診療点数に比例した給与体系の下
では、診断精度が低い医師の方が結果として給与支払額が高くなってしまう。

このように医療機関が実際に行った医療行為ごとに診療報酬が確定する出来高払いの現行
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の医療保険制度の下、診療点数を基礎とした評価の仕組みを取り入れると、医療サービスの
質とはほぼ関係のない要素で医師の評価が決まってしまう。このことは、質の高い医療を提
供するという病院本来の目的とは乖離する。以上の背景事,情により、医師には卒後年数を基
準とした年俸制が敷かれているのである。

ただ、医師に年俸制が適用されていることをもって、医師のみ特別扱いであると判断する
ことには留意が必要である。医師と医師以外の医療専門職で人的資源管理の仕組みを変え、
また以下で考察するように、医療専門職でも職種ごとに評価項目の設定がなされている。医

師と他の医療専門職との人的資源管理の差異は、職種の多様性への対応を試みたＡ病院の工
夫であると考えられる。
５．２人事考課

今日、Ａ病院で人事考課の際に用いられる資料には、５．１で触れたとおり、①技能評価
表、②活動計画書、③共通評価表の３種類がある。以下で、それぞれの内容について順にみ
ていくことにする。

(1)技能評価表

技能評価表の作成にあたり、上で述べたように、職種ごとの「業務整理」から始められた。
表２は病棟看護師の技能評価表の一部である。

業務整理にもとづき、まず表２の左側の「業務｣、「課業｣、「課業内容」の欄が埋められる。

例えば、看護師のケースであれば、「病棟においては朝来たときから帰るまでの業務を書き
出させ」（総務部Ａ）るのである。

概ね業務の大きな流れが判明したら、次に「外来だったら外来のカルテの見方が分かると
か、外来カルテの診察に対しての流れが分かるとか、あとは先生の指示の言われている見方
が分かるとか、そういった細かなところから入ったのですけどね。だんだんとそれは外来の
カルテに関することとか、その次は技術に関することとか、それこそ注射の仕方が分かると

かね、基礎的なことが分かるとか、実際に静脈注射ができるとか、動脈注射ができるとか」
(看護師Ａ）という形で、最少レベルの分類項目となる「課業内容」が明文化されていく9゜
このとき、総務部Ａからトップダウンで各部署に回ってきた他病院の資料を叩き台にはする

ものの、技能評価表はＡ病院における各職種の業務内容に合うようアレンジされ、さらに部
門ないし部署内で調整を図ったところもあったという'0．

技能評価表の「課業内容」に挙がってくる項目は、いずれの職種でも総じて｢入社１ヶ月
ぐらいでもできる（中略）基礎的なことからだんだんと、この職種になって何年も勤めてい

るような、（中略）高度な技術を求められるような、それと高度な知識を求められるような

内容とか、指導性とか、判断,性とかいう高度な項目をだんだんと増やしていった」（看護師
Ａ）ようである。ただし、項目数は数十項目から百数十項目まで職種ごとにばらつきがある１１。
このように職種ごとに項目数に偏りがあることで、ひとつの項目のもつ意味内容に職種間で

違いが生じること、また異動時の技能レベルの調整が困難であること、などの検討を要すべ
き課題が出てきているようである。これについては５．４で改めて議論することにする。

以上の課業の洗い出しが完了すれば、次のステップとして、表３の「評価基準」に沿って、
表の右側にそれぞれの課業の難易度が付けられる。
－２１３－
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表２病棟看護師の技能評価表
業務

課茨
ill【業

課業内容
課業へ客

１．入退院時の丸}応
１．入退院時の対応

入l雇時オ;ノエンテ・・シゴンの無力；
]．？
1．入院時オリエンテーションの実施３－７
股状態の覗察及び同｡録
３‐７
２．一般状態の観察及び記録３‐7
非７
３，家族へのオリエンテーションの実施
3,家族へのオリエンテーションの実施３－７
家蕨へのオリエンテーーシ:]ンの実施
4.看護記録の把入
４，看護記録の記入３－７
有iME記録の記入
３‐７
過l塊時のオリエンテーシ目:ンの実』
6.10
５.退院時のオリエンテーションの実施6-10

Ｌ２２３４５67８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０
1０
1２
１４
2０

１１１１１１１１１１１１１１１１１１

食罰｢摂jlXの議助〔flI2lWiと介助〕
1．食事摂取の援助（i1Lliliと介助）１－５

[I常'11活に対す
日常生活に対す
る腹lMj
る援助

２食事の援助
2．食事の扱助

】【>､鯉音蔑,Miへの指導
10.患者家族への指導

摂皿版、］Ⅱ取状況の想雍・証鍛
３‐７
２．摂取量、摂取状況の観察・記録
２，摂取量、摂取状況の観察・記録３－７
治漉食の指恕
３，治療食の指導
３，治療食の指導９－１３
ij-13
２１．iiil1l脾、下Ⅱ脾１－５
nilll瞥、FIIiP
４.配膳、下'1選
４－８
５．経管栄独（経'１t、ＷﾘｕＤの取扱
職』画栄鑑（継搾．Ｔｙ狐）の111扱

疾捕理ﾙﾄﾞへの援助〈ガウン･セIjング)と記錘
11ｌｂ
1．疾病理解への援助(カウンセリング)と記録
1．疾炳埋酔への披切(カウンセリング）とi、録１１－１５
２．Ⅱ常生活の指導(栄養､服務､逝動､生活習IUi等）
２．１】常生活の指導(栄養､服務､運動､生活習仙等）11-15
:】常4:活の指導(栄愛､脳務､遮鼠lﾘﾛﾉﾋ活iVllI等）
パＩワタルEiJzインのiliI定．IYF霊#1－－．
1.パゴ易〃埴ｻﾞｵﾗ551mm窓戸而悪~---８－１２

l:ﾛ封｢ｲﾊﾟｱ゛ヒスメン１
'1身体ｱセスメン（
卜の実施、
゜の実施

兆鷲識状態の観察、記録--,-,,-,5
1１１５
｢意識状態の観察．記録一~､
２｢意識状態の観察、記録へ、
水分Hi紬バランスの創累、、､録
l1-iJj
11-15
Ｐ３・水分出納バランスの観察、記録、、
疵状のiuZ察、記録
４.症状の観察、記録

11-15
'11-15

ＡＤＬの覗察、記録'
15．ＡＤＬの観察、記録／
P鯖神話]Ｍ１のifM索、記録Ｐ診←
６?職神活動の観察、記録一〆’

7.巡視７３割匝璋起錘一一一----～～

８‐1２
８－１２
1口△円
13-17
L■_■一｢

８－]２
８－１２

更
、<ミ
へ

ｌリ膜状に対する‐H等対応澱ぴ疾面へのⅢ1銘
．■1-.U】
1．症状に対する一時対応及び医師への 連絡’11-15
■凸■￣

16.救急時の対応

2.家族への連絡と税引
2.家族への辿絡と説明
3.蘇生への医師との協鋤
藤』:へのl蚤師との協iMl
4.救急処祇の実施
4.救急処世の実施
ａ気道の確保
ａ気道の碓保

ｄｄｐＲ

、-15

－且且nJ

13-1？
13-17
13-17
13-:７

ｂ人ｌ:不;1tの実施
ｂ人工呼吸の実施

ﾕ7.医師への述絡
17.医師への連絡・
報告
親笹

13-17

己薬剤の便几
ｃ薬剤の使川
[ｉ』心マツ･サージの実1極
ｄ心マッサージの実施
エ．医師へのHR態報告及び暗（醤(ツ
1．医師への状態報告及び指示受け
２．症状ｷﾞ11告及び記録
2.症状報告及び記録

11-15

上．看護計･ilYiiの{FDX
1．看護計画の作成

ユユ１５
11-15

Z・看誕Zj・マリーの作lJj
2.看漣サマリーの作成

11-15

￣

一へ

診察に伴う援助

箪瀞邉蟇
繍欝跳蕊]巨卜FFnF
、
､

業を洗い}|}す。

ノ

～
＝

ﾆｭｰ1５
11-15

ll-15
11-15

遮絡・報呰
匹絡・報告・
記録

ﾕ9.記鋒の作成。
19.記録の作成Ⅱ

２－各他物1ｌｂの穫ＩＨＩ･点樅囮禰流､促稲f・iWMi時の対Ⅱ
l，各矼物品の鋤iii､点検､ili充､保管､故隙時の対応

物品の取扱
物IHIの取扱

好懲実施
行il壇実施

20.医疲器械、材料
20,医療器械、材料
の取扱

21.･ｊ－グー業勝の
21.リーダー業務の
実施
突施

３－７

ｂ包交ﾙｪの取扱
ｂ包交i直の取扱

３－７

３７
３－７
。看繩、介鍵jli具の取扱
ｃ看謹、介謹用具の取扱３－７
８‐1２
８１２
。鰹斑機器類の取扱
．医療機器類の取扱8-12
ﾕ．If]し送り
1．申し送り6-10
2．全農Lffの状態把握と対応
】lＭ７
2．全患者の状態把握と対応13-17
3．鋤jyjIlF.Ｅの瀧務調整、fhl分
】､-17
3．勤務帯での業務調整、配分１３－１７
1．カンプフ･レンスのjuL魅
13】７
４．カンファレンスの〕Ⅲ僧13-17
5．メンバの看【強1両の立案と薊!H５１４１断へのリボー!
１３口】７
5．メンバーの瑠蛎}画の立案と評価判Wiへのサポート13-17
l1j17
6．医師からの指示受けとメンバーへの伝達13-17
7．外lll、外泊及び面会への対応
7.外出、外泊及び面会への対応13-17
8．カル･フ盤理（レントゲン、ＥＣ〔}、聯〕
8．カルテ雌理（レントゲン、ＥＣＧ、等）３－７
ij、入退院台１１１卍の整球
３７
９，入退院台l限の整理３－７
：＿讓業習熟項１．による()ＪＴ摘諜
１．課業習熟項目によるOJT指導13-17
２－宥護鳴而での判Ｉ研７Jの育成
2.看護場面での判断力の育成13-17

卿一一Ｍ

22.新採jn審の教育
22.新採用者の教育

８ゴ資T罐、域I澗物の取扱
ａ消諏、滅菌物の取扱

13-17
３．技術トレ.。.Zングとフォ：]・・アップ
3.技術トレーニングとフオローアップ13-17
](｝.】７
4.集合教脊の規格、実施、評価13-17
4.ｊｌ：合教rii
規格、実施、ｉif価

議幸=
｡Zｿ！

二上皇ミ

ﾉー
￣

〆

■■」

／ノ

各課業の難易度を表３

雰議灘藷（

入射行成にlMl'す
人材育成に関す

/I

の評,価基準にしたがっ

る業務
る雲扮

26.看漉研究の指導
26.肴懇研究の指灘

27.業務の遂行
27.業訪の避fゴ

1317
１．看護研究
紹介・指潮
1．看護研究の紹介・指導
1．看護研究の紹介・指導13-17
1３．１
2.研究の実 ÷祓接指諜（研究;i昌法の指導）
2.研究の実際と直接指導（研究手法の指導）
2.研究の実際と直接指導（研究手法の指導）13-17
１３］７
3.看護研究の発表指導
3.看護研究の発表指導13-17
].看護研究 発表術導
13.17
1．看護計画の点検と指導13-17
2．石渡３Ｍ1１
点検と指導
２３－】７
2.看護記録の点検と指導13-17
ど．石渡記鰯
点検とl冒騨
Br1.：
3．看謹基地、看護手lllmiのＩ鮒iと見ilfし13-17
3．石渡Ji戦(！
石渡:暇順の縦備とjrLI11し
13-ｺ７
L3-l7
４業茄分私」
の{'1昌成
4.業務分担表の作成
13-ﾕ７
I3-17
ｂ･澗錘CD維翻 Rひ看趨の理念lご基づく肴塾刀式のBi肘
5.看護の継続性及び看護の理念に韮づく看篭方式の撒討

で、５段階で設定。
､～

ヘペ
～&

￣
ﾉー

「最高技能者の姿」
｢最高技能者の姿一
｝し{該課業を最も良＜で
当該課業を最も良くで

1３１７
(〕･患者満足
調査の突施とうぞ・・!:パック
6,患者満足度調査の実施とフィードバック’13-17

23-:７
７号2クシニ
の管蝿：:艦の記臓と点1挺
7.セクションの管理日誌の記iMkと点検’13-17

企Uili・)Ⅲ侭
企画・迎営

￣

きる人のレベル。

、

聖
。－、、

～
～￣
■■再閂■

】･入院恩fｆ
救鰹ｌＺ分と非繍ｉＷ符lH品のiyI示《
1．入院患者の救護区分と非術時侍出品の[ﾘI示

29.完全樒理
29.完令綴Zi1

特殊技術
吟殊技術

30.灘殊伎術
30.特殊技術

13-17

当三にﾋヒ
Ｕ

や

も
〃

￣■

国Ｈ１=ﾄﾞ7や,
IHS旬,Pり゛‘ 、～皇
２．医疲ガフ 〕安全点検及び保管l､鄭
2.医療ガスの安全点検及び保管指導
、～
11-15
３．管斑１１ﾖｲl1ULの爽施
3.管理日当極の実施
16-20
二二～
-1．管斑円誌の記職
4.管理日誌の記祇
'
13-17
13-ﾕ７
1．術前･術後管理ができる
2．術lii･術後管理ができ展
Z-ilL誌支概と騒粁のＡＤＬｉｈ:2のll1i界
13-17
2．退院支援と患者のＡＤＬ向上の|】1発
13-17
3.糖尿病其の他慢性疾忠の指導
3．糖尿ﾘﾌﾞi其の他慢性疾患の術導
を記入。
13葱１７
4.痴呆恐菅の満足できる生活の確傑支鯉力↑できる
4.痴呆患者の満足できる生活の確保支援ができる’13-17
13-17
～
5.手術の介助が上手にできる’13-17
患.手術の介助が.､二::1三}こできる
1３．１
13-17
１
６．趣Hf患,'fの肘導宵埋がうまくできる
６．透析患者の指導管理がうまくできる
13-17
13房]７
７．疵の未IUljI｢l者に対.9~るケア
７．癌の末期皿者に対するケア
612
2０
2６０ 4５
16118
合計’１，６６４１０１０１０１０１８５１０１１４７１１６１１８１１01018012601450016121010120

色付けした難易度の段階
を記入。

出所：Ａ病院内部資料を筆者ら－部加筆修正。
－２１４－

ナレッジワーカーの人的資源管理に関する予備的考察（井川・厨子）

表３技能評価表の難易度の評価基準
下位

警告段階

期待し要求するレベルからは、問題があるレベル。１人では職
務に従事させる事が難しいと感じる段階。０～20％

下位上

注意段階

問題やミスがあり、その内容からしては期待し要求するレベル
をクリアできたとは評価が出来ない段階。２１～40％

中位

安心段階

中位上

優秀段階｜期待するレベルとしては、優秀と評価出来る段階。７１～90％

上位

抜群段階

完壁ではないが、概ねクリア出来たと評価出来る段階。

41～７０％

|上位の職位（役職）に位置付けても良い位に良く出来ており、
申し分なかった（ない）と判断出来る段階。９１～100％

出所：Ａ病院内部資料に基づき作成。

表２において、各課業の難易度の最も右端は「最高技能者の姿｣と名付けられ、「平均的な
人が真ん中としたらその人はどういうことをしているのか、（中略）最高がきっちりとでき
るっていうのは（中略）自分たちのあるべき姿」（看讃師Ｃ）を示し、ハイ・パフォーマー
の水準と定義されている'2．現在は５段階でそれぞれの課業内容のレベルを評定するように

なっているｌＭが、技能評価表作成時は難易度を細分化させる目的で20段階のレベルが設定さ
れていた。というのも、総務部Ａによると、「ｌ段階の人であったとしても、１年間仕事やっ
ていてｌ段階のままなのか。そんなにミスしていないのに」という状況が発生したからであ

る。新人の成長を認め、技能向上に向けて彼らを動機づけることを意図して、１段階の人は

翌年２段階に進めることとしたが、１段階目から２段階目に上げた後は、このような経験年
数を評価に加味することはない。
ところが、この20段階のレベルは実際にはほとんど使用されることがなかったので、各項

目を５段階で評価するという現在の形に変更が加えられた。というのは、各専門職の技能レ
ベルを高めるインセンティブを確保するために難易度を増やす工夫がなされたが、逆に増加

しすぎたことによって難易度間の差異が不明瞭となってしまったからである。課業内容は職
種ごとにある程度決まったものがあり、「具体的に出てくるのですけども、基準が（中略）
分かりづらい」（総務部ｃ）ゆえに、難易度の設定の方は非常に困難であったという。その

ため、実際に評価をするときにも「未だにやっぱりどこにつけるのかっていう基準というの

は、本当に正式にこうっていうのが自分の中では確立でできてない、分からない」（総務部
ｃ）や、「難しいですけどね。（中略）できるかできないかでまずは評価しますけど、それが
どの程度こちらが求めていることに応えているかっていうことはやっぱり経験とかによって
くるので」（薬剤師Ａ）というのが実情となっている。

以上の手順を踏んで技能評価表が完成するわけであるが、どの職種においても、一連の作
成のプロセスには課長職以上の者が関与している。Ａ病院では各職種の部長が主体となり課
業ならびに必要とされる技能の洗い出しを行い、それを課長に確認させ調整をかけながら技
能評価表を作成した。

技能評価表の作成プロセスはいま述べたとおりであるが、実際に技能評価表を用いた個人
の技能レベルの判定は、年１回、定期的に実施することが原則となっている。評価の際には、
－２１５－
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公式的な面接をすることにもなっているが、特にそのような面接の機会を設けることをせず
に業務中に管理職が各人の働きぶりを見ながら技能レベルをチェックする職種が確認され
た'：。

現場でこのような運用が行われるのも、①数回にわたる技能評価表の変更があったことに
対して、「コロコロ変わるので、それは辛いです｣と看護師Ｃが語っているように、変化に困

惑している専門職が複数存在したこと、②技能評価表について評価項目が百数十項目にも及

ぶため｢たぶん使えないぐらい複雑だと思います」（看護師Ｄ)、「見直す時間がすごくかかる」
(看護師Ｂ）と語られていること、③｢その都度じゃないと時間は全然無いので、面接にたっ
ぷり時間を当てた方がいいとは分かっているのですけど、なかなか難しくて｣'5と薬剤師Ａが

語っていること、これらのインタビュー・データと関連が深いものと考えられる。言い換え
ると、専門職としての業務自体が多忙を極めているにも関わらず、専門職の業務とは別に行

う必要のあるヒトを管理するための業務が複雑かつ激しく変化することが、現場での変則的
な運用（業務中の技能評価）に起因していることが窺われる。実はこうした原則とは異なる

運用が現場で展開される背後に伏在する理由こそ、今後の人的資源管理の方向を模索するう
えで重要な示唆を与えているのであるが、詳細については５．４で論じることにする。

(2)活動計画書
活動計画書（表４）では、Ａ病院の法人全体の目標が各ユニット、各部署にブレークダウ
ンされ'6、それに基づいて年間を通して達成すべき個人目標を大きく３～４つのテーマにま

とめて立てるようになっている。それらのテーマごとに詳細な活動内容と、今期1年間でど
こまで達成するかの達成水準が次に定められる。つまり、活動計画書はいわゆる目標管理の
仕組みといえる。

そこで挙げるテーマの内容は職種によって異なっている。老健部門のように、特定の病気

や医療技術に関する勉強会の一環として組成する委員会活動に関する目標をテーマの中心に
する部署がある。また、「技能評価表で自分ができている仕事のもう１ランク上をというこ

とで目標設定をする」（総務部Ｄ）総務部のように、2007年度の法人全体の目標である「医

療技能向上」を個人レベルに具体化した目標に加えて、技能評価表の中の技能をいくつかピッ
クアップし、それを現状よりも向上させる目標をテーマに掲げる部署が確認された。テーマ
の内容如何に関わらず、活動計画書はいずれの職種においても技能評価表より積極的に活用
されていることがインタビューから窺われた。

活動計画書の評価にあたっては、期首（４月）にテーマを設定する段階、９月に期首に立
てた目標の達成進捗をレビューし必要に応じてテーマの加筆修正を行う段階、期末（３月）

に１年間を通した目標の達成度を評価する段階、以上の３つのタイミングで評価者と被評価

者による１対１の面接が実施される。評価面接においては、自己評価の結果も示すことが求
められており、上司評価と自己評価のすり合わせが密になされる。

このように活動計画書による評価は技能評価表に比べてＡ病院で浸透しているものの、特
に給与をはじめとする他の人的資源管理の諸制度との直接的なリンクは今のところほとんど

ない。活動計画書は、Ａ病院の法人目標に向けて各人の行動のベクトルを合わせるために用
いられているのである。

最後に、活動計画書の現場での運用で注目すべきは、活動計画書のテーマに技能評価の項
－２１６－
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出所：Ａ病院内部資料に基づき作成。
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目を入れていた総務部の取り組みである。すなわち、百数十もの技能評価項目を全てチェッ

クすることは困難であるとしても、特に今期伸ばすべき技能を選び出し評価を行い、常に各
人の技能レベルを向上させることが必要であると現場で認識されている点である。前述のよ

うに、技能評価表の複雑,性がインタビューで指摘されたものの、その事実をもってすぐさま
技能評価表が無用であることを意味するのではない。むしろ技能評価項目を絞り込むことに
より、技能評価表の活用可能性が広がることが示唆される。
(3)共通評価表

共通評価表は５．１で言及したとおり、Ａ病院の法人全体の理念や価値基準（クレド)、医
療人として望ましい姿など、全９つの大きなテーマに及ぶ行動基準を全職員がどの程度日常
の業務において実現できているかを確認する仕組みである（表５)。

共通評価表には、一般スタッフ（非管理職）用と管理職用の２種類がある。管理職用の共
通評価表は一般スタッフ用のものに「管理・教育」に関する項目（所属員の勤務態度及び勤
務状況を管理し、職員に働きやすい職場環境を作るとともに法人の経営に貢献する職員教育
を実施する度合い）が加わる。後述するが、共通評価表は技能評価表とは違い、管理職用と
一般スタッフ用の２種類の評価表が用意されていることは着目すべき点である。表５は一般
スタッフ用の共通評価表である。

この共通評価表を作成した背景には、各職種が専門的な技能の向上のみを助長する評価の
仕組みだけでは質の高い医療サービスが提供できないという総務部Ａの考えがある。「ムー
ドメーカー（中略）がいるためにそこの雰囲気がすごくいいっていう人がいるのですね。そ
れはやっぱり評価してやらないと、患者さんはそれで癒されているかもしれない」（総務部
Ａ）のである。したがって、共通評価表は、各専門職が固有の専門的技能の向上や業務遂行

のみに傾注することを回避し、専門的な技能による医療行為に加えていわゆる組織的技能や

情意の側面を全職員が念頭において医療に従事するようになるためのひとつの工夫である。

そのことは、とりわけ、表５の患者に対する配慮を評価する「対応・接遇」の項目や、自分

の担当以外の業務遂行に対する積極性を評価する「チームワーク」の項目から如実に窺い知
ることができよう。共通評価表に即した個人評価は、表６の５段階の判定基準で行うように
なっている。

また、管理職には、一般職員とは異なり、自分の直属の上司による評価と部下による評価

を同時に実施することになっている。ただし、2006年に作成されたばかりで、一部の職種に
おいては活動計画書のテーマの１つに挙げられ始めたものの、現在のところ、全職員が一斉

に共通評価表の全ての項目を評定する段階には至っていない。深い専門性に基づいて特定の
業務を遂行すると考えられる高度専門職が、他職種との連携のような幅広い視野を必要とす
る技能や業務遂行の要請にどのような認識を有しているか、また共通評価表をいかに活用し
ようと試みているか、などの論点は今後の人的資源管理の方向を探るためにも興味深い。こ
の点については、共通評価表の一部の項目を評価に用いている、もしくは活用しようとして
いる専門職のインタビュー・データを参照しながら５．５で考察することにする。
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表６共通評価表の判定基準
１

警告段階

期待し要求するレベルからは、問題があるレベル。そのままで
は職務に従事させる事させ難しさを感じる段階。０～20％

２

注意段階

問題やミスがあり、その内容からしては期待し要求するレベル
をクリアできたとは評価が出来ない段階。２１～40％

３

安心段階

問題がないわけではないが、概ねクリア出来たと評価出来る段
階。４１～70％

４

優秀段階

期待するレベルとしては、優秀と評価出来る段階。７１～90％

５

抜群段階

上位の職位（役職）に位置付けても良い位に良く出来ており、
申し分なかった（ない）と判断出来る段階。９１～100％

出所：Ａ病院内部資料に基づき作成。

５．３報酬管理

５．１で簡単に触れたように、Ａ病院の今日の給与体系は基本給（｢ベース給｣＋｢技能給｣)、
賞与、手当の３つから構成されている。手当に関しては、大きくは５種類しか存在しない。

深夜の当直や緊急の呼び出しにより勤務にあたった場合に支給される「夜勤・緊急呼出手当｣、

各職種の免許資格に応じて一律額が設定されている「職務手当｣、役職者に支給される「管

理職手当｣、臨床工学技士、放射線技師、理学療法士、作業療法士、非常勤の看護助手のみ
に支払われる「業務手当｣、無遅刻・無早退・無欠勤の場合に支払われる「皆勤手当」の５
つである。これらの手当は、該当するもの全てではなく、金額が最も高いもののみ支給され
るルールになっている。現在においても手当は残存しているが、育児手当や住宅手当のよう

な、必ずしも業務とは直接的に関係のない要素で決まる従来の手当とは異なり、業務との関

連性が強いものに限定されている。ただ、これらの手当と人事考課結果との結びつきは特に
存在していない。以下では、人事考課の結果が反映される基本給と賞与について具体的にみ
ていくことにしよう。

基本給のうち、ベース給は－定額が保障される賃金であり、毎年上昇する積み上げ型の賃
金である。ベース給は年々加算され、減少することはないので、生活保障給的な意味合いが
ある。

一方、５．２で確認した技能評価表による評価の結果がダイレクトに影響するのが、基本
給の中の「技能給」である。技能給はベース給とは異なり、個人の技能評価の結果如何によっ
て毎年変動する。上述したように、必ずしも全ての部門で技能評価表の全項目を評価してい
るとは限らず、活動計画書のテーマのひとつに挙げる部門も見受けられたが、技能評価の結
果と技能給の関連について尋ねたところ、「評価通りの感じになったかなって私は思って」
(看護師Ｅ）いるとのデータが得られており、基本的には両者はリンクしているようである。

同様に個人の技能評価点数に応じて決まるのが賞与である。賞与は「基本給×○ケ月」と
いう形で算定される。この基本給に乗じられる月数は、従来は全職員同一の数値であったが、
今日では技能評価の点数に応じて個人ごとに異なる値が当てられることになっている。ただ
し、上で触れたとおり、技能評価表の全ての項目を評定している職種はほとんど存在してお
－２２０－

ナレッジワーカーの人的資源管理に関する予備的考察（井川・厨子）

らず、活動計画書の中で技能評価項目をテーマの1つに挙げている場合に、技能評価の点数
が賞与額の算定に参考にされるというパターンが実際のところである。また、Ａ病院では賞
与とは別立てで「報奨金」制度がある。報奨金はＡ病院の収益に基づいてユニットごとの原
資が確定し、それを各職種のメンバーに割り振る賃金である。ユニットに与えられた報奨金
原資を各人に配分する基準は、技能評価結果との直接的な関連はない。各部門の課長が部長
から「特に頑張った人とか、特にサボっていた人とか、頻繁に遅刻するとか、そういうふう

なことで下げる人とかいますかっていうような打診」（総務部Ｄ）を受け、最終的に部長が
決めている。

なお、従来の給与体系から今日の給与体系にドラスティックに変革した際、緩和措置とし
て「調整手当」が支払われた。調整手当は１年間に限りそれまで支給されていた給与水準を
保証するものである。翌年以降は調整手当は一切廃止されたので、現在のところ、「職種の
違いは月々の給料でもらっている」（総務部Ｂ）という。したがって、技能給や賞与の決め
方をみる限り、今日の報酬管理は技能評価表を中心に展開され、各専門職の技能レベルを測
定し、それを給与に連動させる仕組みを一貫させているといえよう。
５．４人事制度の課題

４節と５節にかけて、Ａ病院における人事考課と報酬管理の変遷を概観してきた。人事考
課や報酬管理の仕組みを構築する場合、概して人事系のコンサルタント会社に依頼をする。

しかし、Ａ病院の優れている点は、業務整理からはじまって技能評価項目、給与体系の設計

まですべてオリジナルに行ったところにある。病院の設立経緯や文化、各職種の業務特性な
ど、病院経営の背後に隠されたあらゆるコンテキストを十分に理解しているからこそ、その
病院に適合した人事制度の設計が真に可能となり、現場においても着実に浸透していくもの
と考えられる。Ａ病院は、各専門職の高度な専門的技能と、Ａ病院の理念を評価項目にブレー
クダウンしたもの、および医療専門職として求められる行動指針、組織的技能、，情意の側面
を含むバランスのとれた評価項目にし、それらと給与を結びつけることにより、ナレッジワー

カーのｌタイプである医療専門職ならではの人事考課と報酬管理の仕組みを確立した。すな

わち、それは｢無資格者であったとしても、医療機関に勤めている限りは煩雑な業務がある
から、それ相当に上げてやりたい。（中略）事務員とか、無資格のケアワーカーが良くなっ

たのではないですかね｣と総務部Ａが語っているように、需要と供給が各専門職の待遇を左

右していた従来の評価や報酬の仕組みからの脱却である。ナレッジワーカーの人的資源管理
の実態がそれほど明らかにされていない中で、Ａ病院の事例は示唆に富むといえよう。
ところが、上で触れたように、いくつかの課題を抱えているのも確かである。そこで、ま

ず本項では、インタビュー・データを追加的に用いながら、今日の人的資源管理の検討課題
を整理する。続いて、次項において、その課題から推察されうる今後の人的資源管理の方向
性を検討することにしよう。

５．２で窺われた重要な課題は、技能評価表の項目の数に関することと、各項目の難易度
に関することに大別できる。順にそれぞれについて詳しく述べることにしよう。

第１に、技能評価項目の数に関わる課題である。これには、項目数自体が非常に多いこと

から生じる課題と、職種間で項目数が異なることから生じる課題の２つが含まれる。まず、
技能評価項目の数の多さについてである。例えば、表２の病棟看護師の技能評価表の項目数
－２２１－
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が137もあり、多い職種ではこのように百数十項目に及ぶ。薬剤師Ａが述べていたように、
どの職種の専門職もそうした数多くの項目に基づいて評価面接を行う時間がないほど、専門
職として本来求められる業務に多忙を極める。それにも関わらず、百数十にもわたる技能評
価項目をひとつひとつ確認する作業は、「ちょっと多すぎる。ちょっとしんどいときがある」
(看護師Ｃ）というインタビュー・データが示すとおり、各専門職には相当な負荷がかかっ

ているのである。活動計画書では自己評価も実施しており、評価者だけではなく、被評価者
にとっても負担であることはいうまでもない。

また、高度な専門的知識を常に更新し続けることが必要とされる各医療専門職にとって、
極めて複雑な技能評価表を「100％理解できている人は（中略）いない」（放射線技師Ａ）の
が実情である。５．２の注11で触れたとおり、放射線技師用の技能評価項目の数は、病棟看
護師用の約３分の１であるが、そうであっても、全項目内容を把握することの困難性を指摘
する放射線技師のコメントは、現在の技能評価表の複雑さを如実に物語っているといえよう。
それゆえ、技能評価表を作成ないし修正する際、「見直す時間がすごくかかるというのと、

これを（筆者ら注：技能評価表）作ったときもはじめは200項目ぐらいできてしまったんで
すね。それを他の部署と合わせてぐっと縮めて、例えば１００以内にしましようって言ったと
き、どれを削ったらよいかというところでまたちょっと悩」（看護師Ｂ）んでしまうという。
さらに、現在の人事考課の理解を妨げている要因に、５．２で述べたように、変更の頻度が

高いことが挙げられる。項目数のみならず、難易度についても「最初は黄色の枠（筆者ら注：
難易度の幅）が10でも１４でも良かったわけですが、途中から幅５にしてくださいと言われて」
(看護師Ａ)、技能評価表導入直後に修正がなされている'７．
Ａ病院では、このように評価の仕組みが現場では理解不能なほど精綴なものとなり、人事

制度の繊密な分析が実際にそれを運用するうえで重要であるかのような認識がある。言い換
えると、いわゆる極度の「分析麻揮症候群」に陥っているといえる。しかも、一度構築され

た仕組みは頻繁に見直しが掛けられている。「これでスタッフを評価するっていうのになっ

てよいのだろうかっていうすごい疑問」（看護師Ａ）を現場では感じており、極端に精綴化

が進んだあまり、本来、各職種の技能レベルを公平に評価することを意図して導入した技能
評価表は、逆に現在のところそうした公平な評価が難しくなりつつある。

項目数に関わる課題のもう１つが、職種間で項目数が異なることに関してである。例えば、
看護師の場合、表２にある「入院時のオリエンテーション」という項目を１つとっても、

｢記録｣、「説明」など細分化されている。これは「記録」と「説明」とでは技能の深さが明
確に違うからである。他方、総務部員の場合、「修理」という項目は「電化製品であったり
とか、本棚を作ったりとか、内容を書けばすごく膨らむ」（総務部Ｂ）が、実際のところは
｢修理」という項目名でひとくくりにされている。事務員は人事から財務、物品の調達．修
繕まで業務に幅広さが求められ、そうした幅広い技能を全て技能評価表に載せることは困難
であるからである。そのため、項目数が多い職種と少ない職種との間で1項目当たりの点数

の重みに違いが出てしまっている。その結果、「広がりを持って仕事をする人の評価ってい
うのはどの評価表を使っていいのかわからない。じゃあ全部入れて評価表を作るといった場

合、いっぱいできるにも関わらず点数が低くなったりしてしまったりという矛盾」（総務部
Ｂ）が起きているのである。

さらに、総務部Ｂによれば、職種間で項目数が異なることにより、職種内での異動時の調
－２２２－
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整がうまくできていないという。「病棟の看護師、外来の看護師、老健の看護師（中略）が
異動したときに（中略）新しい評価表になるので（筆者ら注：評価点数が）落ちてしまうこ

とがあります。それを本当だったら能力が上がっていて、病棟もできるし訪問もできる職員

にも関わらず、１つの評価表だけで評価してしまうと、プラスにするってとても難し」（総
務部Ｂ）くなっている。つまり、職場を異動すると、以前の職場では良くできていても、新
しい職場の評価表で評価することになるので、点数が低く出てしまうのである。

第２に、技能評価表の項目の難易度に関わる課題である。各項目の難易度は、はじめ20段
階あった評価基準を現在では５段階に統一していることは既に見てきたとおりである。とこ
ろが、現在でも、「黄色の枠（筆者ら注：難易度の枠）ですよね、ここからここの範囲内で
という、それを決めるときにすごく悩むのですよね。その範囲の入れ方もこうしなさいって
いうふうに教えてもらったわけではないので」（看護師Ａ）という。それゆえ、「あの人より
もできているからこっちかなとか、あの人よりもできないからこっちかなとか、なんかそう

いう基準でしか」（総務部Ｄ）評価できなくなってしまっている鯛。技能評価表作成当初より
難易度の基準が十分に明確でないことは問題視され、事実、客観的な指標への置き換えが試

みられた。例えば、放射線技師の部署では、Ｑｃ活動の一環として、レントゲン写真の失敗
率をベースに、「失敗率が92％やったら３で、９４％だったら４」（放射線技師Ａ）という形で
難易度を設定した。しかし、難易度が５に近づくにつれ、難易度間の差が「１％も変わるか
変わらないかと思うのですけど。だからその時はたまたまそういう風だったけど、その差は

出ましたけど、今はあまり差は出てこな」（放射線技師Ａ）くなったのである。このように
Ａ病院では難易度間の差異が明確に定義されておらず、評価結果が最終的には評価者である
管理職の相対評価に委ねられてしまう問題が顕在化している。
以上のことから、Ａ病院における今日の人的資源管理には、制度の複雑さと高頻度の制度
変更をできる限り抑制し、また職種ごとの業務の特質をより深く捉えた評価項目と難易度が

設定されるよう改善を加える課題が残されているといえる。ただし、これらの課題が指摘で
きるものの、「病院では職員は辞めてはその都度入れており、日々入退社を繰り返している

ので、求人を出して面接を行って、人を入れてお給料提示してという作業が日常的に頻繁に

発生するのです。その中でルールがないと途端に困ってしまうのです」（総務部Ｂ)、「本当
にクリアで技能給を出したらそれがそのままね、給料に反映して出してもらえるのが一番い

いかなとは思うのです」（看護師Ｄ)、「下の者には（中略）ここが足りないというのを具体

的にするために、やっぱりこれ（筆者ら注：技能評価表）は必要だと思います」（放射線技

師Ａ)、「ぜひ活用したいのです。正直なところはね。ただ見直す時間がすごくかかる」（看
護師Ｂ）との複数のインタビュー・データが示すとおり、今後も一連の人事制度改革によっ
て導入された人事考課や報酬管理の仕組みを積極的に活用したいという現場のナレツジワー
カーの意識は高い。では、どのように新たに修正を加える必要があるのか。次に、現場の専
門職が今後の人的資源管理の方向を示唆するインタビュー・データを手がかりに、見直すべ
きポイントを探ることにしよう。

５．５今後の制度設計

今後の人事考課と報酬管理の見直しの要点は、「評価の１，２，３，４，５の縦軸の評価
が暖昧じゃないですか。縦軸の評価っていうのはある程度、もうちょっと厳密にしていけば
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この評価表っていうのはもっともっと活きてくる。（中略）今度３回目やったら、縦軸の評
価を真剣に考えた方が良いかもしれませんね。横軸は（中略）項目を増やすのではなく、
(中略）縦軸を通してクロスでちゃんと見ていくということが必要」（放射線技師Ａ）と述べ
られているように、「技能評価項目の単純化｣と｢技能評価項目の難易度の厳密化」である。

第１に、技能評価項目の単純化に関してである19．本来の専門職としての業務に日々追わ
れている各専門職が、それとは別に人事考課や報酬管理を行うには現状の制度はあまりにも
複雑すぎる。現場の管理職が今日の人的資源管理を十分に理解していないことからもそのこ

とは窺える。それゆえに、上の放射線技師の指摘にみられるとおり、彼（女）らは現在の精
練かつ複雑な人事制度をよりシンプルな方向への改変を望んでいるが、そのことが、とりわ

け、理系的思考で織密な分析が得意と考えうる医療専門職の口から言及されたことは非常に
興味深い。人事制度の単純化を彼（女）らが希求するのも、高度専門職、なかでも管理職に
は、人事制度に関する知識と職種固有の専門的技能の両方が不可欠となることと関係する。

これは高度な知識・技術を駆使して働くナレッジワーカー特有の要件でもある。専門性を熟
知しておかなければ、部下を適切に評価できないからである。各専門職が深い専門性を十分

に理解しておく必要があるのは、何も良質の医療サービスを患者に提供するためだけではな
いのである。このように、それぞれの専門職には、専門的技能を更新し続けることが一層求

められるようになることから、日常業務とは別に行われる人的資源管理は、今よりもその複
雑性を緩和する方向に修正を加える必要があろう。

そのための１つの手段として示唆されるのが、共通評価表の活用と、技能評価項目のうち

最重要なものを活動計画書（目標管理）のテーマに取り上げる試みである。共通評価表は、
病院理念に関する各人の理解度、組織的技能や情意の程度を測定するためだけの仕組みでは
ない。表５の共通評価表の「チームワーク」の項目（｢役割分担が不明瞭な業務に進んで協
力が出来る｣）があるように、職種ごとに明確に定義できない業務遂行を評価する仕組みで
もある。事務員のケースにおいて、業務内容に幅があり、技能評価表の項目数が大幅に増加
していたことが見受けられたが、こうした業務の幅広さゆえに生じる項目数の増大は、共通

評価表で「チームワーク」など１項目に落とし込むことにより、技能評価表の複雑さが低減
可能になると考えられる帥。

もう１つの試みが活動計画書の中に｢技能評価項目｣、「日常業務｣、「共通評価項目」の３
つに関する目標を３～４つのテーマに絞り込んで評価を実施することである。Ａ病院では、

専門職として求められる業務目標以外に、特に習得すべき技能評価項目や、共通評価項目を
活動計画書に入れていた職種が観察された。活動計画書が技能評価表に比べてＡ病院で積極

的に用いられているのは、「項目が事前にしっかりと評価できるものがその時点で使える。
だからできる｣2'ためであり、評価可能な項目数になっていることがポイントである。こうし

た目標管理における項目の絞り込みも、現状の複雑な人事制度を単純化する工夫のひとつで
あると考えられる。

ただし、ここで注意すべきは、人事制度の｢単純化｣の意味である。「一般職員も管理職も

同じ（筆者ら注：技能）評価表を使って評価をしているのでそこも問題。（中略）病棟の看
護師の評価表なのですが、准看も正看もこの評価表で評価する形（中略）で、やっぱりもう
一度見直しをしないといけない」（総務部Ｂ)、「極端な例がこれでは課長職の評価ができな
い」（看護師Ｄ）というインタビュー・データが示すように、評価の仕組みに職位階層や職
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種の差異まで減らすことを人事制度の｢単純化｣には意図されていない。現在のところ、本格

的な運用にまで至っていないが、共通評価表は、現に管理職用と一般スタッフ用に分けて作
成する取り組みが確認されている。あくまでも、ナレッジワーカーの多様な属性を念頭に置
いた人事考課や報酬管理に関わる制度を設計する一方で、評価項目数やその難易度の基準な

ど、制度内の複雑さは極力除去する方向に変革を加えるということが、ここでの｢単純化｣に
含意される内容である。

第２に、技能評価項目の難易度の厳密化に関してである。技能評価表の項目は極度に精織

化されていたが、それぞれの項目の難易度基準は不明瞭であった。技能評価の公平性を確保
するためには、今後は難易度をより厳密に定義する必要がある。その際、考慮に入れるべき
ことは、各職種の業務特性に応じて難易度の設定方法を変えることである。「今日入ってき
た人も、１年前に入ってきた人もやっぱり技術的な面をみると深さが変わってくると思いま

す。範囲は一緒だけれど、深さですよね。それとやっぱり事務的なものは（中略）そんな深

い仕事はないはずです。ただ、すごく広い知識は必要です。何から何まで病院のことは知っ
ておかないとだめですし。今日は先生がいないから、あの先生はどういう性格か、あの患者
はどういう性格かまで知ってないとだめなのです。しかし、技術職の僕は来た仕事を完壁に
こなす、具体的には、いい写真を撮るのか、普通の大したことがない写真を撮るのか、とい

う技術の差だけが重要なことなのです」（放射線技師Ａ）とのインタビュー．データが示す
とおり、各専門職の業務には｢広さ」と｢深さ｣の違いがみられる。既述のように、職種ごとの

項目数の差が１項目あたりの点数の重みに差異を生じさせていたが、この｢広さ｣と｢深さ｣に

基づいて難易度の再設定を図ることは、１項目の点数の重みの均一化に繋がる可能性がある
と推測される。さらに、この評価項目の難易度を全職種で均質化する作業は、５．４で挙げ
られた、職種内での異動時における評価点数の調整を図りやすくすることにも繋がると考え
られる。例えば、病棟看護師から老健看護師への異動を行う際、その人が一般看護に関する

深いレベルの技能には精通している一方、要介護者向けの行事やクラブの立案・実施など、
病棟看護に付随した幅広い業務に求められる技能の水準は低い。そのようなケースにおいて、

職種間で項目内容の質（｢深さ」と「広さ｣）が適切に評価できるようになれば、病棟看護師

のときに蓄積された技能の深さに対する評価点を保持したまま、幅広さの水準のみを最も低
いランクに位置づけることも可能になると思われる。ただ、この場合も技能評価表の単純化

の方向と歩調を合わせて､｢広さ」と｢深さ｣の鍵概念のみに依拠したシンプルな難易度の基準
が要請されよう。

ここまで、Ａ病院の人的資源管理の変容を描いてきた。次節では、以上の人事制度の詳細

な記述から見出されるナレッジワーカーの人的資源管理に関する今後の展開について、我々
の管見を述べることにしよう。

6．結びにかえて
６．１発見事実と議論

以下では、本研究において取り上げた事例に関する発見事実を、研究課題①②③と対応さ
せながら簡単に整理する。さらに、研究課題④について検討を加えるため、発見事実につい
て、人的資源管理論、チーム作業研究、ポスト成果主義研究に絞り議論を行う。まず、人的
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資源管理論（総論レベル）における本研究の位置づけを確認する。次に、人的資源管理を構
成する要素の中でも、とりわけ人事考課や報酬管理との結びつきが強いと考えられる、チー
ム作業という職務・作業組織設計や成果主義という報酬管理（２つの各論レベル）と、発見
事実との関連についても推論を試みる。
(1)発見事実

本稿では、多様なナレッジワーカーが活躍している職場としてＡ病院の医療現場を取り上
げ、ナレッジワーカーが増加する中で、病院組織の人的資源管理が、①今日までどのように

変化してきたのか、②現在どのような課題に直面しているのか、③それらの課題から、今後、
どのような人的資源管理の方向を見出すことができるのか、について人事考課と報酬管理を
中心に濃厚な記述を行った。まさにこの点こそが、本研究の主たる成果と考えられる。学術
的にも実務的にも、ナレッジワーカーの人的資源管理への関心は高いが、その管理内容に関
する深い記述は少ない。このような状況において、たとえ1つの事例であったとしても、ナ
レッジワーカーを対象とした人的資源管理の詳細な実態解明は、研究者だけでなく人事担当
者やマネジャーにとっても有用な'情報になろう。

加えて、表１「調査方法とデータ源」においても示されているように、看護師や薬剤師と
いう職種の多様性だけでなく、考課者と被考課者という異なる組織レベルという多様'性も含
んだインタビュー・データを、人的資源管理の記述において用いた点についても触れておき
たい。公表されている人事制度に関する記述の多くは、人事担当者にインタビューを行い、

そこで収集されたデータを基礎とするものが多い。確かに、人事担当者は制度を設計した張
本人であるので、彼（女）らにインタビューを行えば、人事制度の設計に関する多くの情報
が効率よく収集されるであろう。また、そのようなデータによって記述された人事制度は、
シンプルで実に美しい。

しかし、制度の設計と表裏一体になっている運用の側面について理解するためには、現場
への幅広いインタビューが不可欠になる。本研究のフィールド・リサーチにおいて再認識さ

せられたことは、新しい制度について深く理解するためには、旧制度の運用に関する情報を
しっかりと収集しなければならないということである。本研究では、人的資源管理の変容に

ついての記述を目指したが、このような変化に関する具体的な記述が可能になったのは、多
くの現場のスタッフにインタビューを行ったためと考えられる。

それゆえ、Ａ病院の事例の記述は、シンプルとは程遠い一見複雑なものになっているかも

しれない。ただ、この事例の複雑さは、まさにナレッジワーカーの管理における複雑性その
ものである。以下では、この管理における複雑性の問題に関連する本研究の発見事実につい
て、研究課題を振り返りながら確認していくことにしよう。

本研究の課題①は、「従来、医療現場のナレッジワーカーを対象とした人的資源管理は、
どのように変化してきたのか」というものであった。この課題に関する記述は、４節と５節
の２つに分けて行われた。変化の詳細については、それぞれの節で確認していただきたい。

ここでは、以下で発見事実に関する議論を行うための準備として、人的資源管理の変化を次
のように要約する。
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発見事実①

Ａ病院の事例では、人材タイプが増加する中で人事制度タイプが増加するパターン（Ａパ
ターン）と、人材タイプが増加する中で人事制度タイプが減少するパターン（Ｂパターン）
という２つの傾向が確認された。

Ａ病院の事例では、従来から今日という時間的変化の中で、ナレッジワーカーのタイプが
増加している。具体的には、新しい医療専門職の誕生と同時に職種数が増加してきた。また、

様々な職種において非正規社員の採用が進み雇用形態も増えている。このような傾向は、従
来から今日、そして今後へと病院の成長に伴うものであったといえる。

一方、人事制度、特に人事考課や報酬管理のタイプも基本的には増加していった。具体的

には、図２「人事考課と報酬管理の従来から今日への変遷」に示されるように、経験年数を
基本としたシンプルな人事制度から、能力を軸とした複雑な人事制度への移行である。この
ような変化はＡパターンとして捉えることができよう。

さらに、今後の人事制度を模索する中で、すなわち、今日から今後へと時が移り行く中で、

人事制度タイプの単純化や減少という傾向も垣間見られた。例えば、５．５「今後の制度設
計」において指摘したように、技能評価項目の単純化や、活動計画書への技能評価項目や共
通評価項目の絞込みである。技能評価項目や共通評価項目がそれぞれ独立して機能していた

状態と比較すると、それぞれの項目を絞り込んだ活動計画書だけを用いる状況は人事制度タ

イプが減少したＢパターンと解釈することもできる。したがって、Ａパターンが見て取れる
のは、「従来から今日」という変化の中であり、Ｂパターンが窺い知れるのは、「今日から今
後」へ備える動きの中である。

では、一体なぜＡ病院の事例では、ＡパターンとＢパターンという２つの傾向がみられた
のであろうか。この点を探求するための手がかりは、研究課題②「今日、その人的資源管理
は、どのような課題に直面しているのか」と対応している、５．４「人事制度の課題」にお
いて述べられている。そこでのエッセンスを次のように抽出した。

発見事実②
Ａ病院の事例では、人材タイプが増加する中で、それに対応するため人事制度タイプを増
加させたが、結果として制度の複雑さに伴う管理の困難性が確認された。

Ａ病院の人的資源管理が、人材タイプごとに対応した能力を中軸とする管理方式に移行し

た結果、技能評価項目の数に関連する２つの課題、すなわち、項目の絶対数の多さと職種間
における項目数の相違が生じた。これらの絶対数の多さや項目数の相違は、特に、評価を行
うマネジャーの情報処理量や調整必要性を増大させていた。

ここで、これらの課題が人的資源管理を難しくしていた原因として見過ごしてはならない
のは、ナレッジワーカーの増加と知識労働の特性であろう。知識社会では、次々と新しいナ

レッジワーカーが誕生しているが、新職種が増えればそれだけ技能評価表が必要になり、技

能評価表の数だけマネジャーの調整活動が増えてしまう。また、知識労働では、常に高度な
専門的知識を更新し続ける必要があるため、それが項目数増加の一因になっていると考えら
れる。工業化社会では、人材タイプの増加に人事制度タイプの増加で対応することはそれほ
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ど困難なことではなかったかもしれない。新しい職種の出現も知識の更新も今日ほど激しい
ものではなかった。けれども、知識社会へ移行する中で、これらの変化はスピードを増して
いる。

このような状況の中で、現場ではその変化に対応するためにどのような取り組みがなされ
ようとしているのであろうか。そのヒントを探るために設定されたのは、研究課題③「それ

らの課題から、今後、どのような人的資源管理の方向を見出すことができるのか」であり、

５．５「今後の制度設計」と対応している。上記の管理の困難性と制度設計の方向性の対応
関係は次のように示される。

発見事実③

Ａ病院の事例では、人材タイプの増加に対応するために人事制度タイプを増加させた結果、

管理の困難'性が生じたため、さらに人材タイプの増加が予想される中で、人事制度タイプを
減少させるような施策を模索している。

Ａ病院では、項目の絶対数の多さと職種間における項目数の相違から派生した管理の困難
↓性に対して、評価項目の単純化や絞り込みで対応しようとしている。人材タイプの増加や知
識の更新に人事制度タイプの構成要素である評価表や評価項目の増加で対応すれば、自ずと
それぞれの数が増えてしまうところを、人事制度設計原理に関する基本的な考え方を変えて
対応しようとしていた。Ａ病院の事例において確認されたこのような発想の転換は一体何を
意味するのであろうか。この意義について議論することこそが、研究課題④「これら一連の

変容は、人的資源管理論の潮流においてどのように位置づけることができるのか」という問
いについて論じることになる。

(2)総論レベルの議論

本研究の発見事実は、ナレッジワーカーの人的資源管理論の中でも、とりわけダイバーシ

ティ・マネジメント（diversitymanagement）に対して含意を有すると考えられる。なぜ
なら、ナレッジワーカーの議論では、ナレッジワーカーはそれぞれ異なるため、画一的でな
く、ナレッジワーカーを分類してそれぞれのタイプごとに管理する必要,性が強調されている

(Davenport，2005）が、このような発想からヒトの管理について論じている研究領域こそダ

イバーシティ・マネジメントだからである。ダイバーシティ・マネジメントとは、「個々人

や集団間に存在する様々な違い、すなわち多様性を競争優位の源泉として活かすために文化
や制度、プログラム、プラクティスのすべてを含む組織全体の変革を志向するマネジメント・
アプローチ」（有村，2001,68頁）である。このような定義に示されるように、ダイバーシ
ティ・マネジメントでは、多様性の源泉である個人や集団に関する差異を活かすためには、

多様の要素（例えば、制度やプログラム）が重要になることが指摘されている。すなわち、

多様な人材には多様な仕組みが必要だというのが、ダイバーシテイ・マネジメントにおける
基本的メッセージの１つと考えられる。

ここでＡ病院の発見事実に鑑みると、ダイバーシテイ・マネジメントにおいて検討すべき
２つの課題が浮かび上がってくる。１つは、ダイバーシティ・マネジメントの議論では、た
とえ「ダイバーシテイ（多様性)」という同じ表現を用いている研究であっても、論者|こよっ
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てヒトの多様性に注目している場合と、制度の多様性を指しているケースがあるため、議論
の混乱を招きやすいことである。例えば、有村（2007）は、ダイバーシテイ゜マネジメント
の定義を整理している（40頁、図表２－７）が、そこでも「ダイバーシテイ゜マネジメント

の基本的概念は、労働力が多様な人口構成で成り立つことを認識する」（Kandola＆
Fullerton，1994,ｐ８）と示している研究や、「ダイバーシテイ゜マネジメントは、組織目
標に対薑する全従業員の貢献を最大限に高めるために必要な管理手法や方針を重視する」
(Henderson，1994,ｐ８）と書き表している研究が存在する。Ａ病院の発見事実に示される
ように、ヒトの多様性と制度の多様性という２つの多様性の変動が重要になる場合、それぞ
れの多様性を異なるラベルで表現する方が、不要な混同を避けるうえでも望ましい。

もう１つは、ダイバーシティ。マネジメントの議論では、上述のように、人材の多様性と
制度の多様性の関係が一義的に定められている可能性が否めないことである。Ａ病院の発見
事実において確認された人材タイプの増加と人事制度タイプの減少というＢパターンは、人

材タイプが増加すればその人材を活用するために人事制度のタイプを増加させるというダイ
バーシティ。マネジメントにおける基本的な発想と相反することになる。我々の知る限り、

このような発見事実を捉えるアイデアは、ダイバーシテイ゜マネジメント研究においてほと
んど存在しない。

これらのダイバーシティ・マネジメントの課題を整理すると、本研究の事実発見から、人
的資源管理、とりわけダイバーシティ・マネジメントに対して２つの含意を見出すことがで
きるのではなかろうか。

まず、ダイバーシティ。マネジメント概念の区分必要性を指摘したい。従来のダイバーシ
ティ。マネジメント概念には、ヒトの多様性と制度の多様性が混在していた。そこで、本稿

では、従来のダイバーシティ。マネジメントの議論におけるヒトと制度の多様性を、「ヒト
のダイバーシティ」と「制度のバラエティ」に区分することを提案したい（図３)。
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従来の概念図

新しい概念図

出所：筆者ら作成。

図３ダイバーシティ。マネジメントの概念区分

上記の定義に関する記述からもわかるように、ダイバーシティ。マネジメントは、大まか

に２つの要素から構成されるものとして考えることができる。１つは、個人や集団の違いと
いうヒトの多様性であり、もう１つは、その個人や集団を活用するための制度の多様性であ
る。ここでは、前者を「ヒトのダイバーシティ」、後者を「制度のバラエティ」と呼ぶこと
にする。ここで、制度の多様性を「ダイバーシティ」ではなく、「バラエティ」と呼ぶのは、
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ヒトの多様性と区別する意図があるだけではない。後述のように、制度の多様性に関して組
織論のコンセプトを参考に我々独自の知見を展開するためである。

「ヒトのダイバーシティ」には、具体的には、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、放射
線技師、介護士、医療事務という職種の多様性や、管理職と非管理職という職位階層の多様
性、正規社員や非正規社員という雇用形態の多様性が含まれる。さらに、本稿においては残
念ながら取り扱うことができなかったジェンダーや人種なども、「ヒトのダイバーシティ」
の重要な構成要素である。これに対して、「制度のバラエティ」とは、医師に対しては年俸
制的な人的資源管理、それ以外の医療専門職に対しては技能に基づいた人的資源管理、とい

う２つのタイプの人的資源管理が行われていることや、それぞれの医療専門職に対して異な
る技能評価表や給与体系表が適用されていることなどが含まれる。このようにダイバーシティ。
マネジメント概念を区分することによって、議論における無用の混乱を避けることや、ヒト

と制度それぞれの多様な状態を探ることが容易になると考えられる。
次に、ダイバーシティ。マネジメントにおいて、「ヒトのダイバーシティ」の増大と「制
度のバラエティ」の増大というHi-Hiパターンだけではなく、「ヒトのダイバーシティ」の
増大と「制度のバラエティ」の減少というHi-Loパターンの検討必要性を指摘したい（図４)。
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図４ダイバーシティとバラエティの組み合わせ

上述のように、ダイバーシテイ゜マネジメント研究では、Hi-Hiパターンが基本型として

考えられている。これに対して、Ａ病院というナレッジワーカーの職場を対象とした事例で
は、Hi-Hiパターンだけでなく、今日から将来の制度に発展するプロセスではHi-Loパター

ンへの志向が見受けられ、その背景にはあまりにも行き過ぎた制度のバラエティが抱える課
題があった。そこで、制度のバラエティが減少するとともに制度が抱えていた課題も減少す
るような状態を、ここでは、「制度の最小有効バラエティ」と呼ぶことにする。
我々の「制度の最小有効バラエティ」というアイデアは、組織論の最小有効バラエティの
考え方をヒントにしている。最小有効バラエティは、Nonaka＆Takeuchi（1995）におい
ても引用されているコンセプトであり、知識を創造するスパイラルを促進する要因として、

知識を生み出すプロセスにおいても重要な役割を果たしている。もちろん、このような側面
をナレッジワーカーのマネジメントにおいて考慮すべきことはいうまでもない。
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しかしながら、知識創造をはじめとするイノベーションに関する議論において特に注目さ
れているのは、イノベーションを生み出す「バラエティ」の部分であり、「最小有効」の部
分についてはあまり触れられていない。したがって、知識創造やナレッジワーカーの議論で
は、「最小有効」の重要性を指摘しているものがまだまだ少ないのが現状であり、「最小有効」
はMorgan（1997）や大月・藤田・奥村（2001）等の組織論における理論レベルの議論にお
いて言及されるに留まっている。組織論において、「最小有効」とは、環境の多様性には、
組織のバラエティで対応する必要があるが、その組織構造には同時に簡素さも求められるこ
ととされている。このような発想を本稿の議論に置き換えると、我々が対応すべきは、知識

を創造し競争優位を生み出す「ヒトのダイバーシティ」であり、「ヒトのダイバーシティ」
に対応するためには、当然「制度のバラエティ」が求められるが、その際、何らかの構造的
単純化も同時に考慮する必要があるということになる。そして、制度が構造的に単純化しつ
つヒトのダイパーシティに対応しうるバラエティを有している状態こそ、「制度の最小有効
バラエティ」と考えられる。

このような「制度の最小有効バラエティ」は、ナレッジワーカーの中でもプレイング・マ

ネジャーの抱える問題を解決する１つのアイデアになりうるのではなかろうか。知識社会に
おいて、マネジャーはナレッジワーカーの管理業務だけでなく、ナレッジワーカーとしての

専門業務を行っているが、管理業務と専門業務のバランスに関連する葛藤や不安の存在が指

摘されている（Davenport，2005,ppl92-193，邦訳，241～242頁)。５．２において示され
たように、Ａ病院の事例でもこのような葛藤は確認された。知識社会ではプレイング・マネ

ジャーを組織に引き留めることは困難であるとされている（Davenport，2005,pp202-203，
邦訳，254～255頁)。５．１においても、有能な管理職の離職について言及したが、「制度の
最小有効バラエティ」のあり方を探求することで、プレイング・マネジャーをサポートする
ことが可能になり、それが離職を引きとめるきっかけの１つになると考えている。

以上が、人的資源管理の総論レベルにおける議論である。では、本稿の事例において取り
上げた人事考課の最小有効バラエティは、人的資源管理の下位レベルの議論、すなわち各論

レベルの諸研究とどのように結びつくのであろうか。戦略的人的資源管理において、「人事
制度間の一貫性や他の管理システムとの組み合わせが組織の競争優位に資する」という内的

適合の命題（e9.,Ferris，Hochwarter，Buckley，Harrell-Cook＆Frink，1999）が指摘
されていることを考えると、人的資源管理を構成する要素のうち、本稿の議論と関係深い職
務・作業組織設計や報酬管理との結びつきについて検討しておくことが必要になろう。
(3)各論レベルの議論
チーム作業研究への含意

まず、職務や作業組織の設計に関するチーム作業研究へのインプリケーションについて考
えてみる。ナレッジワーカーの議論において、彼（女）らはテイラー主義的・官僚主義的な

管理を望んでおらず、実際にもチームやネットワークで仕事をすることについて言及されて

いる（Davenport，2005)。そこから、知識労働においてもテイラー主義的・官僚主義的な職
務や作業組織の設計原理とは異なる、チーム作業的な職務・作業組織設計（以下、チーム作
業）が求められると考えられよう。

チーム作業を用いた場合、チームとして機能するためには、チームにおける他のメンバー
－２３１－

琉球大学・經濟研究（第75号）2008年３月

の技能を理解したり（他技能理解)、ある程度手伝ったり（多技能化）することが重要にな
る（井川、2006)。それは、チームが環境の変化（特に、環境の多様性と相互依存性）に対
応する時に、チーム・メンバー個々の専門性を結びつける必要があるためである。チームの

各メンバーが他技能理解や多技能化していることが、それぞれのメンバーが提供するサービ
スの結びつきを強固なものにする。このようなチーム作業の研究に加えて、ナレッジワーカー
の研究においても、ナレッジワーカーが自分自身のスキルを向上させるだけでなく、そのス
キルを職場のメンバーと共有させて、組織において多様なスキルを移し伝えることの重要性
は指摘されている（Davenport，2005)。

では、一体どうすればナレッジワーカーの他技能理解や多技能化を促進させることができ

るのであろうか。ナレッジワーカー、特に医療専門職は自分自身の職種の専門性を高めるこ

とに対しては非常に熱心である。彼（女）らは、休日に学会に参加し、同職種（同僚）を対
象とした研究を行い、同職種で勉強会を開く。しかしながら、他の職種の技能の理解や獲得
についてはそれほど積極的ではない。そのため、他技能理解や多技能化を促進するような仕
組みが必要になる。

ここで思い起こされるのは、人事考課の最小有効バラエティの中でも、共通評価表の活用
である。５．２において述べたように、共通評価表で扱うテーマの1つに「チームワーク」

が存在し、そこでは、「共通の目的を達成する為に、自分の役割や仕事が他に与える影響を
理解した上での仕事への取り組み姿勢」が評価対象として定義された。具体的には、「他部
門からの要求に対し、素直に対処することが出来、必要であれば自分の技能を提供できる」
や「役割分担が不明瞭な業務に進んで協力が出来る」という項目によって評価がなされる。
今後、このような評価表や評価項目が報酬管理と何らかの形で結びつけば、ナレッジワーカー
の他技能理解や多技能化を後押しするようなインセンテイブになると考えられる。
また、共通評価表については、全職種に共通の評価表や評価項目が使用される点も忘れて

はならない。というのも、共通評価表を用いて評価を行えば、たとえ職種数が増加しても評
価表や評価項目が増えないので、人事考課の最小有効バラエティを保ったまま、ナレッジワー
カーを他技能理解や多技能化へ動機づけることができると考えられるためである。つまり、

Ａ病院の今後の方向性として確認された共通評価表を用いた評価や報酬に関する管理は、制
度の最小有効バラエティを確保しつつも、ナレッジワーカーの仕事のデザイン（すなわち、

チーム作業）や彼（女）らに求められるスキルに適合した人的資源管理が展開可能になると

いう意味において、人的資源管理の内的適合を満たしうる施策として位置づけられる。
ポスト成果主義研究への含意

次に、報酬管理に関連して、ポスト成果主義研究へのインプリケーションについて考えて
みる。９０年代初頭から、いわゆる成果主義ブームのごとく、あらゆる組織で短期的成果をベー

スに評価・処遇体系が導入されてきた。ところが、昨今、成果主義による人事制度改革に失

敗する事例が散見されるようになり、成果主義への移行に対して警鐘を鳴らす論調が一転し
て出始めている（2.9.,Ｂｅｅｒ＆cannon，2004)。
成果主義の問題点には様々なものが議論されているが、とりわけ学術的にも実務的にも注
目されるトピックスに、評価にまつわる問題がある。例えば、富士総合研究所（1998）の調
査によると、成果主義導入に際しての問題点として、企業側ＵＶ=552社）は、「評価制度が
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あいまいなため、部下に対して評価結果を明確に説明できない」（45.3％）との回答を寄せ
ている。また、管理職ＵＶ=1,756人）においては、「評価制度の運用が統一されていない
ため、部門間で不公平が生じている」（456％）との回答が示されている。

こうした評価における課題を克服するために、評価尺度の精繊化、評価プロセスの透明性

を上げるための考課者訓練、考課結果のフィードバックを担保する手順や施策の導入など、
個人の期待成果や最終的なパフォーマンスをいかに客観的に測定ないし評価するかに関する
研究が蓄積されている（例えば、高橋，2001)。評価の公平'性を担保する仕組みである「多
面評価制度」と「苦情処理制度」の導入割合を、成果主義を導入した企業（１V=37社）とそ
うでない企業（１V=21社）とで比較した社会経済生産性本部の2004年の調査によると、多面
評価制度については37.8％と4.8％、苦`情処理制度については51.4％と4.8％と、成果主義を導
入している企業の方が評価を公平に保つための諸制度を採用している割合が高いことが現実
的にも見て取れる。

しかしながら、成果主義を標袴した組織において、こうした公平で納得性の高い評価や処

遇を目指した仕組みが盛んに取り入れられつつあるものの、労務行政研究所の2004年の調査
によれば、未だに「評価・目標管理制度関連」の問題点を挙げる企業が大半を占めるのが実
情である22。実に、近年では、評価の手続き面での公平性を追求することに加えて、目標管

理において、個人にブレークダウンされる目標の前提となる各人の職務そのものを再定義す
る事例も見受けられる2:'。ただ、上の労務行政研究所の調査で着眼すべきは、同研究所が経
営側と労働側に成果主義の問題について自由記述を求めたところ、経営側に「織密な目標管
理制度、評価制度を構築したが、運用が煩雑すぎて機能しにくくなった」との回答や、労働
側に「評価基準の詳細化、評価者の主観の排除、目標設定の基準化等、成果判断基準の明確

化、公平適用には限界があるため、極端な成果主義は避けなければならない」との回答が見
受けられることである。

ここで思い起こされるのが、Ａ病院の複雑な技能評価項目である。事例記述部分で言及し

たように、技能評価項目自体は積極的に活用したいと彼（女）らは考えているが、その複雑
さゆえに理解不能となり、十分に使いこなせていなかった。まさに、上で成果主義の問題点

の１つとして挙げられていた評価の複雑化・精織化傾向にある今日の成果主義の実態にも同
様のことが当てはまるのではなかろうか。それゆえ、ここでも、現在の成果主義を一歩前進

させる1つの方向性が、我々が提唱する「最小有効バラエティ」の追求である。つまり、極

めて複雑な目標管理の方法、測定尺度、評価対象とする「成果」項目など、成果主義を展開
するうえで必要となる仕組みを、現状よりシンプルにする作業が求められるといえよう。

具体的には、Ａ病院において、複雑な技能評価項目を目標管理（活動計画書）の中で絞り
込みを行っていた部門の取り組みが参考になる。成果主義人事制度を導入する場合、何をもっ

て「成果」とするかが最も議論になるところであるが、職種のダイバーシテイが増加すれば、
｢成果」の指す意味内容もそれだけ多様性を増す。それに対応して評価の仕組みを逐一再設
計し、そのうえ公平性を保つ施策を取り入れてしまっては、複雑性が増すばかりである。我々
の「最小有効バラエティ」のアイデアにしたがえば、職種のダイバーシテイによる成果概念

の多様さを認めつつも、目標管理の中で最重要な成果項目をピックアップして、成果に基づ
く評価制度を確立していくことが新しい成果主義のあり方として想定される。
こうした意味において、「最小有効バラエティ」が貫徹されるシンプルな成果主義を目指
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すことで、制度適用者は成果主義にまつわる諸制度が理解可能となる。そして、この理解可
能になるという状態こそが、評価結果に対する被評価者の公平感や納得感に繋がっていくの

ではないだろうか。もちろん、単純化を志向するといっても、先に述べたように、職種のダ
イバーシティに対応した成果内容を評価・処遇するための項目は残存させる意味において、
ヒトのダイパーシティと成果主義人事制度の間には内的適合が追求されるのである。以上の

最小有効バラエティに依拠した成果主義が、いわゆる「ポスト成果主義」なるものの内実で
あると推測され、それは成果主義のフロンティアとして一石を投じると我々は思料する。
以上、本研究の発見事実について整理し、そこから想定される含意に関して考察を加えた。
以下では、残された課題について整理し、今後の研究の方向性を示すことにしよう。
６２残された研究課題

本研究が継続的に検討を加えるべき課題は、大きく分けて、 ①管理変容に対する組織メン
パーの解釈に関する問題、②アクション・リサーチの必要性、 ③マクロ・レベルにおける調
査の必要性、の３つに集約することができる。

(1)管理変容に対する組織メンバーの解釈に関する問題
事例の記述に随所に見られるように、人事制度は人事担当者が企図した設計どおりの￣枚

岩なものではない。多職種に及ぶ管理職のデータも用いて、ナレッジワーカーの人的資源管
理の姿を解き明かしてきたことからも分かるとおり、むしろ組織メンバーの認識が相互に作
用することによって複雑に変化するものである。

今回は総務部の人事担当者及び実際に制度を運用する管理職を対象に実施したインタビュー
に基づいて事例を考察してきた。ところが、新しい制度が形作られるまでの組織メンバーに

よるインタラクティブな過程にさらに深く迫るには、非管理職にも聞き取りを行う必要があ
ろう。すなわち、人事制度の設計者でもなく、また評価者でもない現場のナレッジワーカー

が、従来の人的資源管理にどのような思いを抱き、現在の人的資源管理に移行した今、新た

な人事考課や報酬管理のメリット・デメリットをどのように感じ、それがいかに運用に影響
を及しているかを丁寧に探っていくことである。

新しい制度を定着させるためにも、そして改善すべき点を析出するためにも、多職種の現
場のナレッジワーカーの内なる声に耳を傾けることが肝要であると思われる。この現場の声
こそが、我々の「制度の最小有効バラエティ」のアイデアをまさにグラウンデッド・セオリー

へと深化させるのである。その際、研究方法として有用であると考えられるのが、内容分析
(contentanalysis）である。内容分析とは、「データをもとにそこから（それが組込まれた）
文脈に関して再現可能で（replicable）かつ妥当な（valid）推論を行なうための一つの調査

技法」（Krippendorff，1980,邦訳，２１頁）のことである。内容分析の特徴は、当事者さえも
気づきえていないような、現象の背後に隠された複雑な意味・文脈のタペストリーをひとつ
ひとつ解きほぐしていく点にある。さらに、そこで明らかになった意味や文脈がどのくらい
の頻度で実践の場で具体的な行動や事象として観察されるか、といった量的な分析も可能で
ある。制度設計者と現場のナレッジワーカーの人事考課や報酬管理に関する語りを内容分析
し、「制度の最小有効バラエティ」コンセプトの内実を解明することが今後の課題の１つで
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ある。ただし、既にあらゆる職種の非管理職へのインタビューは終了しており、分析結果に
関する詳細は、続く別稿で論じる予定である。
(2)アクション・リサーチの必要性

いま述べたようにｗ確かに現場のナレッジワーカーの声を真蟄に聞くことは重要である。
ところが、たとえ数回のインタビューを行ったとしても、ワンショットのスタティカルな調
査方法では、どのような軒余曲折を経て新しい制度が導入・定着したのかまでは捉えきれな
い。とりわけ、本研究のナレッジワーカーの人的資源管理のように、研究蓄積が進んでいな
いテーマについてはなお一層そうである。そこで、制度の変化をダイナミックに探究する手
法に「アクション・リサーチ」が挙げられる。

アクション・リサーチとは、「①現在運営されているシステムについて研究データを体系

的に収集し、②収集したデータや仮説に基づいてシステム内のある変数を変更することでア

クションを起こし、③さらにデータを収集して、そのアクションの結果を評価すること」
(Remenyi，Williams，Money＆Swartz，1998,ｐ４９，邦訳，2002,28頁）と定義される。
言い換えると、研究者が何らかのシステムの変革に積極的に介入し、組織現象を直接観察し

て、仮説検証を繰り返しながら理論を構築すると同時に、実際にシステムの設計・改善に関
与する研究手法である。この研究成果に期待されるのは、もちろん、生データへのダイレク
トなアクセスである。我々の「制度の最小有効バラエティ」のアイデアが指す具体的内容を
詳細に解明し、そこから意味あるコンセプトにまで昇華させるためには、アクション・リサー
チが有用な戦略となりうる。
しかし、アクション・リサーチのメリットはそれだけにとどまらない。アクション・リサー

チによる事例研究に求められるのは、「単なる導入効果の列挙ではなく、導入中にどんな要
因がどんな順序で組織の変化を引き起こしたのかについての詳細な記述、分析」（三矢，
2004,17頁）である。このように時系列的にシステム導入前後で生起した現象を観察し、複
数の変数間の因果関係がいかに形成され、ひいてはそれが最終的に組織メンバーや組織全体
のパフォーマンスにどう影響を与えたのかが解明できる点にアクション・リサーチの強みが

ある。上の(1)で言及したとおり、人事担当者、多職種の管理職ならびに非管理職が新旧の人
事制度に対してどのような意味解釈をし、その結果、別の新たな人事制度が存立するに至っ
たかについて経時的に追跡調査を実施予定であることを触れたが、当然、新制度には複数階

層の様々な職種にわたる専門職の解釈だけではなく、病院の理念や文化、労働市場など、多
種多様な要因が複雑に絡んでくるであろう。

したがって、今後は、アクション・リサーチに立脚して、複雑な変数の関係が描き出すダ
イナミックな制度の設計・運用の内実を解き明かし、変数間の関係を仮説に落とし込む予定

である。これが課題の２つ目である。なお、今回、取り上げたＡ病院において、我々は制度

の最小有効バラエティの追求に向けた改革プロジェクトを準備中であり、その成果は稿を改
めて論究する予定である。

(3)マクロ・レベルにおける調査の必要性

本稿において考察してきたのは、Ａ病院のｌケースにとどまる。既述のとおり、Ａ病院は
医療機能評価の認定を受けている点で特殊な事例ではないが、Ａ病院で見出された発見事実
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が他の病院へ一般化可能かどうかの問題はやはり残されている。とりわけ、我々が着眼する

｢制度の最小有効バラエティ」概念の理論的な補強に向けては、より多くのサンプルを通じ
た検証を要する。

そこで、差し当たり、複数ケース・スタディによる事実の積み重ねが必要であろう。複数
ケースの比較検討を通して、制度の最小有効バラエティ概念の普遍性を高めることはもちろ

んのこと、図４で示した、「ヒトのダイバーシテイ」と「制度のバラエティ」の２軸が織り
成す４パターンに全ての事例をプロット可能か、さらにHi-HiからHi-Lowへの動態的な移

行が確認できるか、これらの問いに何らかの解答を提示することが可能となる。こうした複

数ケース・スタディは、言うまでもなく、これ以降に想定されている大量サンプルを用いた
サーベイ・リサーチのための事前作業となる。特に、定量研究に入る前に、図４の２軸を測
定可能な尺度に置き換えることは重要な課題となろう。以上が課題の３つ目である。
圧※

本調査研究は文部科学省科学研究費若手研究（B）「サービス・知識経済におけるチー
ム作業の実証的研究：専門職の多技能化の探求」（申請者：井川、課題番号：19730254）

ならびに、若手研究（スタートアップ）「ポスト成果主義人事システムの探求：「成果」
の意味内容に着目した実証研究」（申請者：厨子、課題番号：19830038）の助成を受け
たものである。互いの科学研究費の助成に基づいて本調査研究を開始したのは次の理由

からである。第１に、互いの研究テーマを融合させることで、ナレッジワーカーの人的

資源管理の真実に、より一層、迫ることができると考えたためである。井川の専門とす
るサービス・知識社会下の職務・作業組織設計のあり方、厨子が専門とする年功主義人

事制度から成果主義人事制度の変遷の背景にある人事制度の設計原理の変容実態、これ

ら両者に鑑みることにより、知識社会の職務・作業組織設計がどのようなもので、その
設計の下、人的資源管理の背後に伏在する制度設計の意味内容がいかに変化し、今日の
ナレッジワーカーの人的資源管理として姿を現すようになったのか、ダイナミックな分

析が可能になると思われる。第２に、昨今の社会科学研究における調査の困難性が挙げ
られる。近年、個人情報保護の観点から、組織の内部情報の機密性がますます強化され、
リサーチ・サイトに対して実践的に有益な情報を提供できない限り、調査協力を得るの

は難しくなりつつある。井川と厨子が研究協力をすることは、互いの専門を相乗的に発
揮でき、リサーチ・サイトが抱える問題の解決にも繋がりやすいことを調査協力者にア
ピール可能になる。それゆえ、調査を依頼しやすいと考えた。なお、本調査研究におい
ては、井川と厨子が質問項目等について議論したうえで共にインタビュー調査を行い、
その結果を共同で分析・解釈した後、メールで草稿を送りあいながら分担執筆した。本
調査研究に対する貢献度は、井川と厨子それぞれ50%ずつ（計100％）である。最後にな
りましたが、調査に快くご協力くださいましたＡ病院の皆様に心より御礼申し上げます。
今回の調査にあたり、多職種の方への長時間にわたるインタビューにご快諾いただいた

だけでなく、詳細な内部資料をご提供くださいました。個人の特定化を避けるために、
ここにお－人ずつのお名前を挙げることはできませんが、重ねて感謝いたします。いう
までもなく、ありうべき誤謬は全て筆者らの責任に帰属します。
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1

ナレツジワーカーとは、「高度の専門能力、教育または経験を備えており、その仕事の

主たる目的は知識の創造、伝達または応用にある」（Davenport，2005,ｐ、１０，邦訳，２８
頁）者である。
２

労働経済学においては、「人事査定」と呼ばれることが多い（遠藤，1999)．本稿では、
実務界で一般的に使用される「人事考課」という語に統一している。なお、「人事考課」
と「人事評価」は相互互換的に用いている。

３

ナレッジワーカー、とりわけ医療専門職の職務・作業組織設計については、井川（2006）

を参照していただきたい。医療現場におけるチーム作業、すなわち、「作業組織を構成
するチームへの仕事、権限、職能の冗長的な割当て」のあり方について、４つの医療現
場を対象とした比較事例分析によって、実証的に明らかにしている。
４

あらかじめインタビューの質問項目や手続きなどを示したインタビュー・ガイドを作成

するものの、インタビューの過程で項目を増減させるような、自由形式の対話によって

柔軟にインタビューを実施するやり方である。詳しくは、若林（2001）やＢｒｙｍａｎ＆
Bell（2003）を参照のこと。なお、１回あたりのインタビュー時間は、総務部Ａと総務
部Ｂは１時間から２時間、それ以外の職種は１人30分から40分程度であった。すべての

準構造化インタビューは、我々とインタビュイーの２対１もしくは２対３の対面式で行
われた。インタビュー内容は、インタビュイーに了承を得たうえでテープ・レコーダー

に録音され、文書に起こした。テープから起こされた文書データは、Ａ４で１人平均２０
枚程度であった。
５

本稿の目的は、人事考課と報酬管理に関連する制度を分析することにある。制度を客観
的に語れるのは、制度の設計者と現場で主体となって制度を運用する管理職であると推

測した。したがって、今回は、事務局長および人事担当課長と各専門職の部・課長から

得られたデータのみを使用している。その際、本文中では、個人の特定化を避けるため
に、表１の総務部事務員は全て「総務部○（アルファベット)」とし、他の職種は職種
名のみ表記している。この理由の背景には、現場の各専門職に対して病院上層部に聞き
取り内容を一切言わないことを約束したうえで、インタビューに承諾してもらえた事情

がある。個人が特定されると、発言内容によっては現場で混乱が生じる可能性を否定で
きない。継続的に調査を行うためにも、各専門職との信頼関係を築くことが必要である。

したがって、上のような簡略な表記に統一することにした。このような表記にすること

が事例分析の結果に直接影響を与えるものでないことを注記しておく。なお、制度が適
用される現場の非管理職の人事考課や報酬管理に関する解釈については、第６節で述べ
るとおり、別途稿を改めて論じる予定である。
６

日本医療機能評価機構とは、医療機関が提供する医療サービスの質を学術的な観点から

中立的な立場で評価する、厚生労働省や日本医師会などが出資して組成された第三者機
関である。当機構の認定を受けた病院は、一定水準の医療の質と効率化が追求されてい
ることが保証される。詳しくは日本医療機能評価機構のホームページ（URL:http:/／
７

jcqhc・or､jp/html/indexhtm）を参照のこと。
総務部Ａによれば、当時、理学療法士が人手不足であった理由と、人工透析の診療点数

が他の医療行為に付随する診療点数と比較して高かった理由により、臨床工学技師の給
与は看護師の約２倍あったという。
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82003年にベース給と技能給から構成される基本給に変更されたのであるが、導入当初は
技能評価表を用いて試験的に個人の能力評価を行い、適切な判定はできていなかった。
それゆえ、実質的には、今日の人事考課と報酬管理の実際の運用が開始されたのは、
2004年からである。

９他の職種でも同様のプロセスを踏んでいることが、各職種の部・課長のインタビューか

ら窺えた。ただし、薬剤部門では２次資料に加え、他病院の薬局長の話も参考にしてい
た。

１０例えば、「看介護の観察のところでしたら、利用者の観察ができているかというような
項目が１つ参考資料としてありましたら、観察だけではなくて観察と記録と報告ができ

ているか、観察はできているけども報告ができていないスタッフも多いなということで

項目をもう少し細かく」（看護師Ｂ）する工夫をしている。また、総務部では外来と入
院の間で、老健部門では訪問看護と在宅看護の間で項目の内容や数を調整したという。

１１例えば、病棟看護師の場合は137項目に及ぶが、放射線技師の場合は46項目にとどまる。
１２例えば、表２の｢入院時オリエンテーションの実施｣の項目では、「病院案内、非常時の

避難、入院時の注意事項などがもれなく指導でき、患者様が理解できる」ことが｢最高者
の姿｣とされている。

１３全ての課業の難易度がレベル１から始まっていない。それは、難易度を５段階に調整す
る際、「最高者の姿｣の見直しがなされたためである。例えば、表２の｢入院時オリエン

テーションの実施｣という項目は、当初、難易度がレベル１から設定されていたが、現
在はレベル３が最低の難易度となり、従来より難易度が高い課業に変更になった。

１４例えば、薬剤師Ａは業務中に部下の技能評価を行い、結果をその都度フィードバックし
ているという。

１５放射線技師Ａは、面接の機会のみならず、現状の極めて精微な技能項目の全てを評価す
ること自体も｢そんなことをやっている時間はないです｣とコメントしている。

１６Ａ病院には、「外来部門｣、「入院部門｣、「診療支援部門｣、「入所療養部門｣、「通所部門｣、
「介護支援部門」の６つのユニットがある。その下に、外来部門は５つ、入院部門は２
つ、診療支援部門は５つ、入所療養部門は３つ、通所部門は１つ、介護支援部門は４つ、
それぞれ部署が続いている。

１７総務部Ｂも制度の変化の激しさに対して次のような感想を寄せている。「急に始まるの
で、（中略）自分ところの病院の技能評価表を作りなさいと言われても、どうやってま
ず作ったらいいかがわからないのですね。（中略）結局そういう時間は急に来るのです
ね。作らなくてはいけないというのが。それがはっきり言って職員にとっては負担なの
ですね。管理職級にすると｣。

１８総務部Ｂも難易度の基準が暖昧なことが一番の問題であると語っている。

１９「項目の数が多くあるのもね。やっぱりもっと制御しないと」と総務部Ａも技能評価項
目の単純化の必要性を認識している。

２０総務部Ｂは、「共通項目の方で、自分の業務以外のものも進んで行っているような項目
を入れていく必要性があるのではないか｣と述べている。

２１我々のこのような発言に対して、総務部Ｄが肯定的な回答をした。

２２経営側（jV=60人）の93.3％、労働側（jV=75人）の94.7％（それぞれ複数回答可）が
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「評価・目標管理制度関連」の問題を指摘している（労務行政研究所，2005)。
２３この点に関しては、厨子（2007）を参照していただきたい。ホワイトカラーの職場では、
目標管理の期首と期中という２つのタイミングにおいて、個人の担当職務をフレキシブ

ルに修正・追加したうえで、目標にも変更を加え、修正前後の職務ないしそこから導出
される目標の達成度を基準に賃金を設定していることを、ケース・スタディによって実
証的に明らかにしている。
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