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2013年度

トータル人事システム講座 ベーシックコース・アドバンスコース

立命館大学医療経営研究センター
医療経営講座

専門分野：人事労務管理、賃金統計学、組織計画、目標管理、利益計画、予算統制、業績評価システム、労働法関連事項。
埼玉大学大学院経済科学研究科博士前期課程修了。製薬メーカーを経て人事賃金管理センター代表取締役、日本病院人
事開発研究所代表幹事。所属学会：日本経営倫理学会、日本労務学会。
主な著書：『加点主義人事制度の設計と運用』(同友館）、『病院・施設の人事賃金制度の作り方』（日本能率協会マネジメン
トセンター）、『職能給の決め方が分かる本』『医師の賃金はこう決める』『病院人材育成のためのコンピテンシー活用の仕
方』『人事考課実践テキスト』『人事考課面接訓練100問１00答』（以上経営書院）、その他多数。

　

２５，０００

講　座　名 開講日 （円） 時間数開講時間会場 受講料

医療経営者様向け

５　５/１８（土）

１０：００

　　 　～１６：００

第1回　管理監督者のマネジメントの基礎知識

第2回　管理者の役割と管理の機能

第3回　管理者と人材育成・キャリアパス

第4回　管理者と戦略、戦術

第5回　管理者と人事考課のつけ方　　　　　　　　　その１　人事考課訓練、ケース演習

第6回　管理者と目標面接の進め方　　　　　　　　　その２　面接訓練、ケース演習

東京

東京

東京

大阪

東京

東京

２０１３年

第7回　管理者と被考課者・グループ面接の進め方　　その３　被考課者・グループ面接、ケース演習

第8回　能力・実力等級制度へパラダイムの転換

東京

東京

１０　８/　９（金）
　８/１０（土）

１０　９/２０（金）
      ２１（土）

１０
１０/１８（金）
　　　１９（土）

１１/１５（金）
　　　１６（土）

１０

１２/１３（金）

　　　１４（土）
１０

１/２４（金）
　　　２５（土）

（金）１３：００

　　 　～１７：００

（土）　９：３０

　　 　～１６：３０

第1回　能力、実力主義人事制度構築のベース設計と運用

第2回　加点主義人事考課制度の設計と運用

第3回　コンピテンシー実力評価制度の設計と運用

第4回　考課者トレーナー養成訓練

第5回　職能給、非正規職員の賃金設計と運用　　　　

第6回　管理者、専門職の実力主義賃金の設計と運用

東京

大阪

東京

東京

東京

東京

２０１３年

２０１４年

第7回　業績と設備投資・業績反映賞与・退職金制度の設計と運用

第8回　人事マルチプル制度の設計と運用

東京

大阪

２/２１（金）
　　　２２（土）

３/１４（金）

　　　１５（土）

１０

１０

１０

トータル人事システム講座アドバンスコース

　６/１５（土）

　７/２０（土）

　８/２４（土）

　９/１４（土）

　１０/１２（土）

　１１/　２（土）

　１２/２１（土）

５

５

５

５

５

５

５

２５，０００

２５，０００

２５，０００

２５，０００

２５，０００

２５，０００

２５，０００

５０，０００

５０，０００

５０，０００

５０，０００

５０，０００

５０，０００

５０，０００

５０，０００

（　コース申込は
　　２０％割引
　　１６０，０００　）

（　コース申込は
　　３０％割引
　　２８０，０００　）

トータル人事システム講座ベーシックコース

＜講師紹介＞

齋藤　清一　(医療経営研究センター  副センター長、BKC社系研究機構 客員教授）

三好　秀和　(医療経営研究センター 副センター長 兼 事務局長、経営管理研究科 教授）
専門分野：パーソナルファイナンス、証券市場システム論、医療ファイナンス。経歴：慶應義塾大学経済学部、早稲田大学大学院ファイナン
ス研究科卒、MBA、京都大学博士（経済学）。

トータル人事システム講座終了のお知らせ

　人材は育てるのか、それとも育つのか、人材育成論について今までも多くの有識者の議論は尽きることなく繰り返されてき
ました。しかし人事・賃金論は基本的な理論があり、これをマスターして、はじめて実務に応用展開できます。立命館大学医療
経営研究センターでは、創設以来、医療機関、施設における人事・賃金スペシャリスト人材の育成に力を注いでまいりました
が、その役割も一応達成し、2013年度を一つの区切りとして「トータル人事システム講座」を終了いたします。長い間、多数の
受講者の皆様のご愛顧に心より感謝の意を申し上げます。本年は講座実施の最終年として、人事管理・労務管理の総集編「ト
ータル人事システム講座ベーシックコース」と人事・賃金設計とケース演習の総集編｢トータル人事システム講座アドバンスコ
ース｣を開講いたします。理論では管理者の役割、戦略・戦術論、人事、賃金のあり方を、また、実務編では演習を通じて人事・
賃金の実際を体得して頂きます。経営者をはじめ、人事関係者の皆様の奮ってのご参加を心よりお待ちしております。

齋藤　清一医療経営研究センター
　　副センター長 （立命館大学客員教授）



◆会場：立命館 東京キャンパス・大阪梅田キャンパス

トータル人事システム講座ベーシックコース（各回１日コース　全８回）

（テキスト込）◆受講料：各回 25,000円 　全8回コース一括申込 160,000円 

　（１）コミュニケーションの基本　　　
　（2）コーチングの基本
4. ビデオ、ペーパーケースを使った面接訓練
　（１）グループトレーニング、ロールプレイング　　　
　（2）模擬演習
　（３）講師コメント

1. 目標面接制度の仕組み
　（１）全体ミーテイングと個別面接のすすめ方　
　（２）面接制度の流れと留意点（目標面接、中間面接、結果面接）　　
2. 目標の書き方と評価の仕方
　（１）経営方針。事業計画などトップ方針と部門方針の連鎖　
　（２）目標カードの書き方、達成基準、その手段、方法
3. 自主性を引き出す面接のすすめ方

 2第    回  　（２）指揮命令系統の原則
 　（３）職務基準作成の原則
 7. 管理の機能
 8. 人材育成
 9. 人間関係づくり
10. リーダーシップの基本

6月 15日（土）

「管理者の役割と管理の機能」

 3第    回
7月 20日（土）

「管理者と人材育成・キャリアパス」　（講師：齋藤)

「管理監督者のマネジメントの基礎知識」 １第    回 1. 管理・監督者の人・物・金の基礎知識　
2. マネジメントの変遷と課題
3. 管理・監督者の職務とマネジメント体系
4. 管理・監督者と共感のマネジメント
5.管理・監督者と問題解決の実践
　

　（１）できる管理・監督者とは　　　　
　（２）問題解決のためのリ－ダーシップ
　（３）職場における労使関係の問題解決
6.決算書の見方と勘所
7.設備投資の考え方　※参加者様の決算書をご持参ください5月 18日（土）

 4第    回

9月 14日（土）

「管理者と人事考課のつけ方　　その1　人事考課者訓練、ケース演習」　（講師：齋藤)
　（１）成績・業績・能力・情意考課
　（２）加点主義人事考課とは　　　　　　　
3. 人事考課者訓練、ケース演習
　　ビデオ・ペーパーケースを使った訓練
　（１）各個人による考課　　　　　　　
　（２）グループ討議による考課
　（３）講師による評価のまとめ

1. 人事考課をつける基本原則
　（１）何をどう評価するのか…　　
　（２）人事考課の３つの判断行動　　　　
　（３）期待像に基づく人事考課とは　　　　　　　　　　
　（４）絶対考課のつけ方とその留意点
　（５）人事考課のエラー
2. 人事考課制度の組み立て

「管理者と目標面接のすすめ方　　その2　面接訓練、ケース演習」   （講師：齋藤)

 5第    回

10月 12日（土）

「能力・実力等級制度へパラダイムの転換」  （講師：齋藤)

 6第    回

12月21日（土）

◆時間：10：00～16：00

2013年

（各回5時間合計40時間コース）

1. 理念、ミッション、ビジョンの戦略。戦術とは　
2. 管理の機能とは
3. 人事管理とは何か
4. 人事管理の領域
5. 人事管理の基礎知識
6. 組織の原則
　（１）組織の原則とは

1. やりがいのある職場とは　
2. 人間理解による人材育成
3. 適性の把握
4. 部下育成の基礎

5. 能力開発の進め方とその実際　
6. 組織を活性化するコミュニケーション
7. これからのリーダーに求められる資質

 7第    回

8月 24日（土）

「管理者と戦略、戦術」　（講師：齋藤)
1. 戦略の意義と目的　
2. 戦略づくり
3. 自病院施設の経営状況の分析

4. 外部環境の把握　
5. 戦略に対応した問題解決
6. 戦略・戦術目標の設定

4. グールプ面接のすすめ方
  （１）グループ面接で経営理念、経営方針の浸透　　　
　（2）経営理念の具現化
　（３）グールプ面接の実際、ケース演習
5. 私の素敵なキャリア開発のステージ
　（１）私の役割確認　　　
　（2）自己評価の実際
6. ケーススタディ
　（１）自己行動の評価（演習）　　　
　（2）ペーパーケース演習

1. 人事考課とは何か　
2. 人事考課は何の為に実施するのか
　（１）相対考課と絶対考課の違い　
　（２）加点主義人事考課とは何か
　（３）結果をどのように活用するのか
3. 人事考課で知らなければならない考課のルール
　（１）人事考課のつけ方のルール
　（２）加点主義人事考課とは何か
　（３）目標面接で自己主張

「管理者と被考課者、グループ面接のすすめ方　その3　被考課者・グルプ面接訓練、ケース演習」 （講師：齋藤)

11月 2日（土）

 8第    回 1. 能力・実力等級制度のフレーム設計　
2. 能力主義人事の一層の整備
3. 職能資格要件の明確化（簡便な職務調査の進め方）
4. ツーラダー人事システムとは

5. 等級昇格、昇進基準の作成　
6. 複線型キャリア形成システムの設計
7. 能力・実力等級制度への格付けの仕方
8. 役職定年制度、任期制度、役職勇退制度、
     公募制度の設計と運用

東京

東京

東京

大阪

東京

東京

東京

東京

（講師：齋藤・三好)

（講師：齋藤)



◆会場：立命館 東京キャンパス・大阪梅田キャンパス

トータル人事システム講座アドバンスコース（各回２日コース　全８回）

（テキスト込）◆受講料：各回 50,000円 　全8回コース一括申込 280,000円 

1. コンピテンシーとは
2. わが病院・施設のコア・コンピタンスは何か
3. コンピテンシーの洗い出し方法
4. 成果を創出できる職場のコンピテンシー
5. コンピテンシークラスター

　（１）ポイント制退職金制度の設計とその実務　　　
　（2）人事考課を反映した退職金の支給方法
　（３）401K確定拠出年金制度とは
4. ケース演習
5. 復習　決算書の見方と設備投資
6. ROICツリーによる分析
　※参加者様の決算書をご持参ください

1. 臨時給与とは何か
2. 臨時給与（賞与）の設計実務
　（１）生活一時金と業績反映賞与の算式とその選択　
　（２）賃金と切り離した賞与支給方式　　
　（３）成果配分賃金の算定方式のいろいろ
　（４）業績反映賞与の個人配分の仕方
3. 退職金制度の見直し実務

　（２）人事異動制度　
　（３）裁量労働制　
　（４）カフェテリアプラン制度ほか
2. 嘱託、契約、パート、アルバイト、ヘルパー、
　　介護職の賃金設計実務
　（１）賃金制度の体系と昇格昇給要件の整備

1. 能力、実力主義人事諸制度の設計実務
　（１）進路選択制度　
　　・契約職員、嘱託、パート他　
　　・早期退職優遇制度　　
　　・役職定年、役職優遇制度　　
　　・公募、ＦＡ制度、役職再評価制度

 2第    回 3. 人事考課の組立て・評価制度の拡充
　（１）成績考課と能力考課の違い　
　（２）両者が一致する条件　
　（３）業績考課の導入　　　　
　（４）情意考課とは…
　（５）我が病院・施設における人事考課の
          組立て方

1. 人材を育て、人を活かす人事考課とは…
　（１）人事考課の二つの側面　　
　（２）日本型雇用システム
2. 育成型絶対考課への道
　（１）絶対考課の要件　　　　
　（２）能力を軸にした人事考課
　（３）人事考課の要件

9月20日（金）
9月21日（土）

「加点主義人事考課制度の設計と運用」   （講師：齋藤)

 3第    回
10月18日（金）
10月19日（土）

「コンピテンシー実力評価制度の設計と運用」　（講師：齋藤)

「能力、実力主義人事制度構築のベース設計と運用」　（講師：齋藤) １第    回
1. 能力、実力役割主義人事制度のベースをいかにつくるか
　（１）簡便な職務調査の進め方　　　　　　　　
　（２）課業一覧表、職能要件書のつくり方
　（３）アウトプット資料の活用の仕方
2. 実力評価制度（コンピテンシー評価）のつくり方
3. 加点主義育成型人事考課制度とは何か

　（１）チャレンジのシステムづくり
　（２）何をどう考課するのか　　　　
　（３）絶対考課とは　　　
　（４）人材を育てる絶対考課とは　　　　　　　 
　（５）加点主義人事考課のいくつかの事例
4.ケース演習

8月     9日（金）
8月 10日（土）

 4第    回

1月 24日（金）
1月 25日（土）

「管理者、専門職の実力主義賃金の設計と運用」　（講師：齋藤)
　（２）役割給、業績給、成果主義賃金への展開の仕方　
　（３）成果主義賃金（年俸制）の考え方とその組立て　
　（４）欧米型完全年俸
　（５）日本型年俸（基本年俸、業績年俸、調整年俸）
3. これからの管理職、専門職、専任職の賃金体系のあり方　
　（１）医師の賃金の決め方　　　　　　　
　（２）医師のインセンティブ賃金
　（３）医師の年俸制
4. 定昇廃止、ベアと賃金改定のあり方　　　　　
5. ケース演習　

1. 職能給の設計と導入
　（１）年功賃金からの能力給への切り換え　　　
　（２）各人の職能資格制度への格付方法　　　　
　（３）賃金体系の組立て　　　　　　　　　　
　（４）賃金の把握——比較、分析の仕方
　（５）基本給のピッチの計算
　（６）職能給のスケール計算（職能給）
　（７）賃金表の選択
2. 全職員一本の実力、役割、業績成果主義賃金の設計と導入
　（１）職責給（実力給）の計算　　　　　　　

「業績と設備投資・業績反映賞与・退職金制度の設計と運用」   （講師：齋藤・三好)

 5第    回

2月21日（金）
2月22日（土）

「人事マルチプル制度の設計と運用」 　（講師：齋藤)

 6第    回

3月14日（金）
3月15日（土）

◆時間：【第1日】13：00～17：00
　　　　 【第2日】 9：30～16：30

（各回10時間合計８0時間コース）

2013年

2014年

6. コンピテンシーの活用範囲
7. 職能とコンピテンシーの違い
8. コンピテンシー活用上の留意点
9. 実力主義人事賃金制度のベース
　（１）実力主義人事とは　　　

 7第    回

 8第    回

1. トレーナーとしての基本的な役割
2. トレ－ナーとしての講義のすすめ方
3. 人事考課実施に当っての考課者の使命とは
4. 評価、育成、活用、処遇への公正、公平活用
5. 人事考課のつけ方の周知
　（１）絶対考課基準　　

11月15日（金）
11月16日（土）

「考課者トレーナー養成訓練講座」　  （講師：齋藤)　
　（2）企業ニーズに基づく人事考課の実務論
6. 考課結果とフイードバック面接
　（１）育成メモの作り方　　　
　（2）育成面接のすすめ方
7. 考課者訓練のすすめ方
　（１）ビデオ演習とその実際　　　

4. 目標面接のすすめ方
　（１）面接制度の概要
　（２）育成面接の基本的なすすめ方
　（３）目標設定の手順とそのポイント
5. 加点主義人事考課制度の事例
6. ケース演習

　（２）賃金基準の明確化と設計実務　　　　　
　（３）パート賃金の決め方
　（４）現行賃金から新賃金への置換え
　　　　実務
3. ケース演習

　（2）考課者訓練のすすめ方とその留意点
8. トレーナー実技訓練
　（１）模擬講義の実践　　　
　（2）考課者訓練役割演技 （ケースを使用）
　（３）面接訓練役割演技　　（ケースを使用）
　（4）自病院・施設の訓練ケースの作成

1. 賃金とは何か…
2. 賃金水準の決定基準
　（１）賃金の決定要因…生産性と生計費　　　
　（2）日本の賃金の特質
3. 賃金のとらえ方
　（１）個別賃金と個人別賃金　　
　（2）平均賃金
　（３）賃金の高さの検討
4. 生計費と賃金
5.職能給の組み立て

12月13日（金）
12月14日（土）

「職能給、非正規職員の賃金設計と運用」　（講師：齋藤)
　（１）キャリア形成と世帯形成　　
　（2）昇格昇給と習熟昇給
　（３）必要な手当とは　　　
　（４）年齢給の設計
　（５）年齢給のピッチ
　（6）基本給の３分の１が年齢給
　（7）ライフサイクルビジョンの作成
　（8）職能給導入時の留意点
　（9）ベア・定昇
　（10）ベアと賃金表の改定

　（11）中途採用者の賃金の決め方
6. 非正規職員の賃金の決め方
　（１）雇用形態のいろいろ　　
　（2）職務給の設計
　（3）スケールの設計　　　
　（4）グレード別資格格付け基準
　（5）賃金表の作成　　　
　（6）労働契約と賃金規程

　（2）成果に結びつけるコンピテンシー評価
　（３）コンピテンシーのウエイトと活用
10. コンピテンシーモデルの作成
11. ケース演習
12. 職種別コンピテンシー評価

東京

大阪

東京

東京

東京

東京

大阪

東京
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●お申し込み、お問い合わせはこちらまでお問い合わせください。
　

立命館大学リサーチオフィス(BKC)内　医療経営講座担当事務局 

　　　TEL　０７７－５６１－３９４５　FAX　０７７－５６１－３９５５　　　E-mail 　jinshab4@st.ritsumei.ac.jp 2013.3

※上記内容は、事務連絡、各種ご案内、アンケート のお願い等に使用さ せていただく こと がございます。

フリガナ

お名前

ご連絡先

E-mailアドレス ＦＡＸ番号

〒　 　 　 　‐

□ご自宅
□勤務先）

電話番号　　　　　̶　　　　　　̶　
いずれかに
　

勤務先・所属先

●この申込書をFAXしてください。受付後、入金等の手続きをお送りさせていただきます。

1.  お申し込みは必要事項をご記入の上、FAXまたはEmailにてお願いいたします。折り返し、「受講確認書」をお送りいたします。

2.  お申し込み多数の場合は、定員に達し次第締め切らせていただきます。

3.  講座開講有無につきましては開講日の10日前に最終決定いたします。
　  中止決定の際は受講料のみご返金させていただきます。

お申し込み要領

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-7-12　
サピアタワー8階

立命館 東京キャンパス

FAX:077-561-39552013年度　医療経営講座　受講申込書

講　座　名

２０１３年

立命館 大阪梅田キャンパス

JR東京駅 日本橋口出口より直結　徒歩約1分 

〒530-0018
大阪市北区小松原町 2-4
大阪富国生命ビル 5 階
ＪＲ「大阪駅」 / 阪急電車 「梅田駅」 より徒歩約５分

　第１回　ベーシック　　　５/１８（土）

　第２回　ベーシック　　　６/１５（土）

　第３回　ベーシック　　　７/２０（土）

　第４回　ベーシック　　　８/２４（土）　　〈大阪〉

　第５回　ベーシック　　　９/１４（土）

　第６回　ベーシック　　１０/１２（土）

　第７回　ベーシック　　１１/　２（土）

　第８回　ベーシック　　１２/２１（土）

　受講する講座に
○をご記入ください

　受講する講座に
○をご記入ください

　ベーシックコース　　　　５/１８（土）～１２/２１（土）

講　座　名

　第１回　アドバンス　　　　８/　９（金）～　８/１０（土）

　第２回　アドバンス　　　　９/２０（金）～　９/２１（土）　〈大阪〉

　第３回　アドバンス　　　１０/１８（金）～１０/１９（土）

　第４回　アドバンス　　　１１/１５（金）～１１/１６（土）

　第５回　アドバンス　　　１２/１３（金）～１２/１４（土）

　第６回　アドバンス　　　　１/２４（金）～　１/２５（土）

　第７回　アドバンス　　　　２/２１（金）～　２/２２（土）

　第８回　アドバンス　　　　３/１４（金）～　３/１５（土）　〈大阪〉

　アドバンスコース　　　　　８/　９（土）～　３/１５（土）
２０１３年 ２０１３年 ２０１４年

２０１３年２０１３年

２０１４年
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