１．採用
（１）経営ソリューションとしての採用
医師と看護職の不足、その定着と確保の問題で悩み・苦しんでいる多くの病院にと
っては、当然のことながら、医師の採用や看護職の採用は強力なソリューションにな
り得ます。
但し、
「入るを計って出るを制す」という言葉が示すとおり、採用だけを強化しても
育成や動機付けや評価や処遇や報酬を疎かにし、退職をコントロールできなければ意
味がありません。
（２）Ａ病院における医師の定着と確保の取組み事例
下図はＡ病院における平成２３年度から平成２９年度までの、各期首における常勤
医師数の推移を示したものです。平成２３年度から平成２４年度にかけて１４名の純
減となり、一部マスコミからは「Ａ病院から医師１４名が脱走」と報じられました。

医師
260
255
250
245
240
235
230

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

その後医師数の減少傾向は止まず、あわや「医師が居ないから医師が居なくなる」
という負のスパイラルに陥りかけたのですが、平成２７年度から平成２９年度にかけ
ては純増に転じています。
筆者はこの間、Ａ病院の人事管理に携わったのですが、今振り返れば「医師数の減
（主に退職増）と増（主に採用増）の要因」は概ね次のように整理することができる
と考えています。
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＜「減」の要因＞
① 「理不尽な忙しさ」による消耗感
（例）コンビニ診療、診療科間の負荷アンバランス、負荷と手当の不整合など
Ａ病院は千葉県東部の二次医療圏の中核病院でしたが、都市部とは異なり、近
隣に同規模・同機能の病院が無いために他の医療機関の紹介を経ない患者も多く、
大病院としての機能分担や医療連携が進みにくい状況にありました。
このことは若い医師たちにとっては「あらゆる症例が経験できる」との声があっ
た半面、「忙しいのは構わないが理不尽な忙しさには耐えられない」という不満を招
くことにもなりました。
また、救急科と他の診療科との協力体制については、どこの病院でも同じ悩みを
抱えていることとは思いますが、Ａ病院においても同様で、救急体制に対する不満の
声も聞かれました。
ほとんどの医師は「給料は二の次」で献身的に医業に従事していますが、
「理不尽
（アンフェア）な扱いには耐えられない」という声も多く聞かれましたので、その後
「負荷に応じた手当」の拡充に取り組みました。
② 身近に指導してくれる先輩医師が居ない
（例）あまり年次の離れている医師には直接的な指導を仰ぎにくく、相談もしにくい
Ａ病院全国的にも有数の研修指定病院であり、初期臨床研修医の採用選考には毎
年定員の２倍以上の応募があり、いわゆる「フルマッチ（第一希望者の採用）
」を
継続的に記録していました。
ただ、その一方で臨床研修後も引き続き勤務し続ける医師の割合が低く、指導的立
場の医師不足に悩みました。
「身近に（あまり年次が離れていない範囲に）指導的医
師がいないから（自分は辞める）
」という声も聴きました。
また「（同じ診療科の）他の医師が辞めるから（自分ひとり残されるのは大変だか
ら）自分も辞める」という言い方をする医師もおり、まさにＡ病院は一時期、
「医師
が居ないから医師が居なくなる」という負のスパイラルに陥りかけていたのです。
③ 自身のキャリアプランのターニングポイント
（例）より高い専門性を身につけるために退職、もともと長く勤務するつもりはない
Ａ病院では研修医からの「たたき上げ」の医師たちが、地域医療に献身するとい
う「精神文化」を担っていましたが、多くの若い医師はそこに自分の経験を積む場
としての意義以上のものをあまり見出し得ていない様子でした。
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Ａ病院のような、少なくとも研修医にとっては最高の研修環境にある病院で、臨
床研修を行うこと自体が目的化している様子であり、臨床研修過程を修了してなお
Ａ病院で勤務を継続することへの動機付けは強く感じられませんでした。
④ 家族のライフプランのターニングポイント
（例）子供の進学に便利な地域に転居、都会志向…
Ａ病院があるのは千葉県東部の人口数万人のＡ市で、東京駅から特急電車でも片
道１時間４０分かかるという地理条件にあり、農業は盛んでも、近隣には医師の家
族が希望するような進学校もありません。
地方の中核都市とは異なり、東京一極集中のもとでの東京からの距離感は、特に
医師の定着と確保に困難をもたらし、医師が一定期間の研修や修練をおえたのちは
それぞれのワークライフプランに基づいて転出するのが基本モデルでした。
⑤ その他の不満と不安
（例）住環境・地域環境への不満、大震災に伴う不安…
Ａ病院の医師宿舎は、昔の「官舎」ほどではないにしても、医師やその家族に自
信をもって薦められるレベルではなく、また、Ａ市は先の大震災で津波被害を受け、
その不安感が医師やその家族を覆っていたことも否めません。
また、Ａ病院は「２４時間３６５日応需」の急性期病院であり、医師はじめ医療
スタッフの文字通り献身的な「働き方」によって支えられていましたが、一部に「
手当の不十分な理不尽な忙しさ」への不満が募っていたことも否めません。
＜「増」の要因＞
① 「理不尽な忙しさ」の軽減、負荷と手当のバランス
（例）一定の診療制限、繁忙手当など
近隣に急性期病院がなく、あらゆる症状の患者がＡ病院に集中する中で、特に救
急外来の適正化を図るための患者負担額の改定を行いました。また、特に繁忙を極
める診療科には繁忙手当を支給するなど、負荷と手当のバランスを図りました。
② 自身の専門性を高める機会
（例）症例の豊富さ、先進的な医療機器、研修指導体制など
若い医師にとってはＡ病院のような「忙しさ」は、それが理不尽なものでなけれ
ば不満の要素にはならず、かえって「症例の豊富さ」や、創設以来の黒字経営を背
景とした財政的な自由度と先進的な医療機器の導入が誘因となっていたはずです。
また特に初期臨床研修医からは全国トップレベルの支持を得ていたので、これを
基に、臨床研修センター主導で、各診療科における後期臨床研修過程以降の研修体
制拡充の取り組みが行われました。

8

③ 指導的立場の医師の採用
（例）サーチ＆スカウト型の医師採用など
Ａ病院は広く全国の大学の出身者を集めてはいましたが、それでも従来型の医局
人事の枠内では医師不足に対応できず、旧来の医局人事以外にトップリクルーティ
ングやＯＢ人脈に加えて、民間の医師紹介業者を介した採用にも注力しました。
但し、従来のような、予め登録された候補医師の中からの紹介と応募を待つ方式
ではなく、特定の紹介業者と、Ａ病院への紹介に特化した委託契約を結び、未登録
の指導的医師に積極的にスカウトをかけるという方式を採用しました。
これによっていくつかの主要診療科に医局人事以外からトップレベルの医師を採
用でき、「医師がいないから医師が辞める」というマイナススパイラルから「医師が
いるから医師が集まる」というプラススパイラルへの転換の契機がつかめました。
④ 住環境の改善
（例）医師専用マンションの新築など
「公立病院の官舎だから旧くて当たり前」という感覚は、少なくとも近年の医師
の採用には全く通じず、Ａ病院が敷地内に新築した医師専用マンションは、医師の
採用において絶大な効果を発揮しました。
Ａ病院ほどの大規模な公立病院で、創設以来の健全経営・健全財政であったから
こそ実現できたこととはいえ、医師の採用にあたっては、住環境の整備改善は、勤
務条件や給与条件に匹敵する決定要因となることを実感しました。
⑤ その他
（例）病児病後保育、子育て医師の柔軟勤務等
Ａ病院には既に院内に保育所がありましたが、利用者が急に発熱したような場合
には対応できなかったため、女性医師からの要望をふまえ、産婦人科や小児科の医
師等の協力を得て院内に小規模ながら「病児病後保育室」を設けました。
その他、制度としてではなく、子育てを行う女性医師の個別の事情に応じて、所
属診療科の理解と協力を得て、宿日直の免除や短時間勤務など、柔軟な勤務を行な
えるように調整しました。
＜補論１＞医師は「不足」しているのではなく「偏在」している。
個々の医療機関から見れば医師が「不足」しているように見えますが、日本全国を
見渡せば、厚生労働省の調査のとおり、少なくとも絶対数では、医師は「不足」では
なく「偏在」しており、この「偏在」を解くことが現実解です。
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ひとつは「地域的偏在（都市への集中）
」ですが、医師が地方での勤務をためらう理
由のひとつは、家族を含めた生活環境や住居環境への不安であり、このことは、自治
体任せでなく、病院単独の努力で何とかできることもあるはずです。
もうひとつは「診療科の偏在」ですが、地域によって、また病院によっては、一方
で不足している医師が他方では潤沢であるケースがあり、病院の採用の活動範囲自体
の「偏在」を脱して、採用活動を全国各地に広げるべきです。
また、同じ病院でも診療科による医師の偏在はあります。その場合は、医師が不足
している診療科の採用を重点的に強化することも必要ですが、診療科間の連携を強化
したり、救急科など共通的な機能を持つ診療科を拡充することも有効です。
＜補論２＞医師の採用に強くなるための「医師採用八則」
以下は筆者自身がＡ病院での実務を通じて得た経験則です。
1_クイックレスポンスは必須要件（ノーレスポンスは絶対ＮＧ）
およそ採用活動において候補者の質問や要望に対する「クイックレスポンス」は
必須要件。医師の採用活動においてはなおさら。
2_トップ自ら「本気で採りに行く」覚悟と行動が必要
理事長でも病院長でも診療科トップでも良いが、候補者を待たずに自ら全国どこ
へでも出かけて行って直接会って採ってくるというスタンスが必要。
3_採用側の都合や視点より相手（候補者）の都合や視点を優先
例えば給与や勤務の条件で病院側の事情を優先していてはいつまでたっても話が
合わない。候補者の要望に沿って院内のルールやしくみを変えることも必要。
4_病院トップ、診療科トップと医師採用担当者は常時直結
医師採用担当者はいつでも病院トップや診療科トップとホットラインでつながっ
ていて、クイックデシジョンを引き出せないとせっかくの候補者を採り逃がす。
5_医師採用のそろばん勘定
医師一人当たりの期待収益が１．２億円（日本病院会調査）
。旧来の医局人事や採
用ルートに限らず、医師の採用に対する思い切った投資が必要。
6_狭義の「採用」業務だけで人は採れない
医師にとって「働きがいのある、働きやすい」病院や診療科になっているか。給与
や勤務だけが決定要因でもない、医師の思いに沿ったアピールポイントが必要。
7_候補者にも紹介会社さんにも「選ばれる（優先順位の高い）
」病院に
候補医師一人あたりの候補病院数は２０病院程度。その中から見学・面接に来て
もらえる病院が３～４病院。あの手この手で優先順位を高める努力と工夫が必要。
8_その一方で「選別の眼」を持つ
いくら医師不足だからと言っても、
「問題医師」を採用してしまっては元も子もな
い。「半数は選考で落とす」程度の選別眼が必要。
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（３）Ａ病院における看護職の定着と確保の取組み事例
下図はＡ病院における平成２３年度から平成２９年度までの、各年度期首における
看護職数の推移を示したものです。平成２５年度までは順調に伸びていた看護職数が、
平成２７年度に減少に転じました。
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Ａ病院では早速、病院長をリーダーとし、医師・看護師・事務局のメンバーで「看
護師定着・確保対策プロジェクト」を立ち上げ、看護職の定着（退職の抑制）と確保
（採用の促進）のための諸施策を講じました。
施策ごとの「費用対効果」のプロジェクトとしての自己評価は次頁掲載表のとおり
です。当然ですが諸施策のうちで最も実効があったのは「⑤退職の抑制」であり、こ
の間、看護職の退職者数は後掲表のとおり６６名から５１名に減少しました。
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6
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10

66
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対策名
①紹介会社を使った
採用

内容

コスト

効果

評価

大

A

大

A

小

Ｃ

中

H29年度 認定看護師22名（3名増）特定看
護師2名（1名増）の見込み
副師長以上の昇任3名

小

Ｃ

小

９月末退職意向調査５４名→４４名
臨時雇用・夜勤専従へ 4名
退職延期 老人ホーム異動など

大

A

大

A

中

B

中

B

中

B

中

B

中

B

紹介会社より採用
紹介料金は年収20％程度

大
②看護補助職の増強 嘱託職員として看護補助員を募集

大

効果（～名確保）
平成27年度 16名採用
平成28年度 16名採用
うち6か月以内の離職3名

看護補助員 派遣46名（28年度11名）採用
在職8名、嘱託31名（28年度16名）採用、在
職25名、28年2月より看護補助体制加算25
対1、10月より夜間急性期看護補助体制加
算算定

③看護職給与改定
（H29年1月実施）

中
④優秀層の育成・昇 人事評価による昇格及び昇給
格・昇給

⑤退職希望者との個 師長との面談を実施
別面談
働ける方法（勤務時間や部署異動など）を相
談し柔軟に対応する。

⑥奨学金制度

①金額
大卒10万円・その他4万円
②上限人数
各卒年20名（※1割まで上限超可）

⑦看護局ＨＰリニュー 就職活動においてインターネットにより情報
アル
を収集する人が多いため、リニューアルして
スマートフォンで必要な情報が見やすいよう
にした。（昨年2/8公開） 28年度は情報更
新のみ

大

中

⑧看護師募集パンフ 学生が知りたい情報と当院がアピールした
レットの刷新
い情報を載せてリニューアルする

平成28年度申請者38名（うち35名大卒）
外部奨学生の採用13名（奨学生以外4名）
【参考】
平成27年度申請者39名（うち33名大卒）
平成26年度申請者14名（うち11名大卒）
スマ―フォンサイトで専用申し込みフォーム
を増設したため、ホームページからの見学・
インターンシップ申し込みが増加した（125
名）
ブランディングを強調したパンフレットが1月
末に完成した

中
⑨保育状況の改善

①院内保育園
通常保育月額20,000円（２人目以降
15,000円）一時保育１回1,000円
②病児保育室
利用料無料

⑩高校生向けの職場 高校生に向けた職場体験を実施し、高校生
体験
の時点で当院への就職に興味を持ってもら
う。

⑪やる気のある職員 やりがいを感じながら業務を遂行できる職員
にやりがいをもって仕 をリーダーに据えて、他の職員もやりがいを
事をしてもらう
持ち業務できる環境を作る。

大

小

平成28年度申請者29名、平成27年度33
名、平成26年度17名
１１月より保育士２名体制（有資格者の看護
補助員を異動）・病児保育定員を3名→４名
に増やし昼食の提供を開始した。
２８年度６日開催延べ１４８名参加
当院看護学校受験、奨学金についての問い
合わせ複数あり

満足度調査を実施

小

（各施策の補足説明）
① Ａ病院には附属看護学校があり、本来ならその卒業生だけで必要な看護職数を充
足できれば理想的なのですが、退職率が１０％ともなるとそれも叶わず、紹介業者
さんの力に頼ることになりました。
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② 医師や看護職の「理不尽な負荷」を軽減するために、医師については「医師事務
作業補助職」を、看護職については「看護補助職」を採用したことはいずれもたい
へん効果的でした。
③ 看護職は母数が大きく、その給与改定は、病院全体の給与費増に直結するので、
主に新卒者の初任給や、看護師長級の昇給を重点的に行いました。新卒者の初任給
を院外に訴求するとともに、看護師長級の「不満」を緩和するためです。
④ 看護職については「クリニカルラダー制度（スキル認定制度）
」と「目標管理制
度」を導入しており、優秀層については年次をある程度無視して高い処遇をしたの
ですが、少なくとも優秀層の引き留め効果はあったものと自己評価しています。
⑤ 看護職の退職率は全国平均で１０％を上回ります（日本看護協会）が、Ａ病院で
も同程度でしたので「１０％未満」を目標に、看護局長のリーダーシップの下に「退
職希望者へのカウンセリング」を行ない、諸施策にフィードバックしました。
この間、退職者数は前述のように６６名から５１名に減少しましたが、理由別に
見ると「他病院へ」または「自己都合」を「表面的な（？）
」理由としていた退職数
が大きく減少していることが注目されます。
⑥ Ａ病院の看護学校は３年制でしたので、院外の４年制の看護学生への奨学金の貸
与は効果がありました。親元や本人に、
「奨学金を受けながら４年制に通えてＡ病院
に就職できる」というモデルを提供できたと思います。
⑦ 採用のためのホームページがスマートフォン対応でなく、内容も応募学生への訴
求力にやや欠けるものでしたので、多くの若い先輩看護職に登場してもらうなどし
てアクセス数を増やしました。
⑧ 紙媒体の採用案内もリニューアルしました。若い先輩看護職から応募学生の悩み
や疑問や期待に応えるメッセージを多く掲載し、
「成長できる環境」をアピールでき
たと自己評価しています。
⑨ 医師の採用の項でも紹介しましたが、Ａ病院には院内保育所はありましたが、
「病
児・病後保育」の対応ができていませんでしたので、関係診療科の医師や保育士有
資格者の協力を得て、院内に「病児・病後保育室」を設置したのは好評でした。
⑩ 高校生向けの職場体験プログラムも、近隣の高等学校や、院内の協力を得て実施
し、好評でした。看護職だけでなく、医師や医療技術職を目指す高校生にとって、
有効なオリエンテーションになったはずです。
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⑪ 以前は看護師長自身が「勤務と給与への不満」を公然と口にする場面があったの
で、優秀層の看護師長級への昇任を早め、その給与を引き上げるなどして、組織マネ
ジメントを意識した「言動や態度」を示してもらうように誘導しました。
＜補論＞
筆者が在職中、看護部局長が定年を事由に３代にわたって交替し、その間、看護部
局長のマネジメントスタイルは、いわゆるＰ型（成果優先型）からＭ型（心情優先型）
、
さらにＰＭ型（両者バランス型）へと大きく変わったように思えます。
⇒「リーダーシップのＰ型とＭ型」https://www.hrms-jp.com/column-20170706/
この間、看護師長たちには⑤に記したようにカウンセリングマインドを持って退
職希望者の声に耳を傾けることや、各自が職場のマネジメントを預かる立場として
各自のマネジメントスタイルを自覚的に改善してもらうよう働きかけました。
職員の「不満要因」に耳を傾けながら、それを諸施策に反映させることは大事で
すが、それに重点を置きすぎることは禁物で、併せて職員の「意欲要因」を喚起す
るバランス型のマネジメントが必要です。⇒「６．労務管理」の稿参照。
そのためには看護師長たち自身が「不満要員（不満の発信源）
」に陥っていてはな
らず、その日常的な言動や態度自体が、カウンセリングマインドとモチベーションマ
インドとマネジメントマインドに満たされていなければならないはずです。
そうしたことが看護師長たちにどの程度伝わり、定着したかは明らかではありま
せんが、筆者が在職中の３代目の看護局長の主導で、看護主任以上に「モチベーシ
ョンマネジメント研修」が実施されることになったのは喜ばしい限りです。
（４）「採用力」を高めるには？
Ａ）業種や職種による求人の「困難度」を知る
業種や職種によって採用の困難度に大きな差があるのは当然です。まず初めに、
自分の事業が求める職種ごとの求人の「困難度」を客観的に認識して、
「ではどうす
るか？」を考えるべきでしょう。
簡単に言えば、有効求人倍率が高い（１．０を大きく上回る）職種（職業）では、
「応募を待つ」だけでは人は採れず、旧来の採用ルートだけでなく、人材紹介業者や
スカウト業者などを使ったり、採用条件を差別化したりすべきです。
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Ｂ）応募者が求めていることを知る。
ディスコ社が 2017 年卒の大学 4 年生と大学院修士課程 2 年生(理系)の 1,137 人を
対象に、インターネットで聴取した「就職を決めた企業の選社理由」は、下記の順
位であったとのことです。http://news.mynavi.jp/news/2016/08/17/427/
「新卒者による就職先の選択基準(5 つまで選択、上位 15 項目)」
第１位 社会貢献度が高い（３１．６％）
第２位 職場の雰囲気が良い（２８．０％）
第３位 仕事内容が魅力的（２７．２％）
第４位 将来性がある（２７．１％）
第５位 福利厚生が充実している（２５．５％）
第６位 有名企業である（２３．２％）
第７位 給与・待遇が良い（２２．８％）
（以下略）
上記は新卒者たちの「素朴な思い」ですが、多くの応募者が選ぶ「良い企業」と
いうものを応募者側がどのようにイメージしているかがある程度想像できます。上
記の項目にいくつ該当するかが、その事業の「採用力」なのかも知れません。
Ｃ）大企業（大病院）のマネをしなくても人は集まる。
1) 事業の目的と価値を鮮明にすること
上記「選択基準」の第１位は「社会貢献度が高い」
（３１．６％）です。これは必
ずしもその事業体が文化・福祉事業に投資しているということではなく、その事業
体が何を達成すべき目的とし、何を実現すべき価値としているかとうことです。
筆者の目には、大企業の多くや、その系列に属する企業の多くが、創業の精神も
経営の指針も見失っているように見えますが、いま一度、各企業の普遍的な目的や
価値を見つめなおし、社会に向けて鮮明に発信すべきではないでしょうか？
2) 職場に来て、見て、感じてもらう
上記「選択基準」の第２位は「職場の雰囲気が良い」
（２８．０％）です。職場の
雰囲気を感じてもらうためには、採用選考の前に、先ずは「職場見学」に来てもら
わなければなりません。
「企業説明」だけでなく「職場見学」を併催すべきです。
「職場」や「雰囲気」と言っても、そこに「職場」や「雰囲気」が実在するわけ
ではなく、そこに実在するのは、職場で働く人たちであり、その人たちの言動や態
度や関係ですので、それらが「職場の雰囲気の良さ」として感じられるのです。
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3）仕事そのものに動機付けることができるか
上記「選択基準」の第３位は「仕事内容が魅力的」
（２７．２％）です。言い換え
れば「仕事にやりがいを感じられそうか？」でしょう。これは先の「職場の雰囲気」
とも関連しますが、職場の人たちが「仕事に動機付けられているか」どうかです。
「仕事のやりがい」とは、その仕事を通じて得られる自己達成感や自己成長感で
す。経営者が企業の目的と価値を鮮明に示し、職場の人たち自身がそれに向けて動
機付けられていれば、応募者も「自分にも出来そうだ」と感じるでしょう。
（５） 「採用ミス」を防ぐには…
① 採用選考プロセスの見直し
「採用」プロセスでミスがあれば、いくら「育成」プロセスで頑張ってもどうにも
ならず、「評価」プロセスで低い評価をしても本人の意欲を損なうだけでどうにもな
らず、であれば何とかして「採用ミス」を防ぐ必要があります。
少なくとも下掲のような「採用選考シート」を面接選考の際に使用して、少なく
とも複数の面接官の目線合わせと評価ミーティングを行い、面接選考段階における
「採用ミス」を防ぐしくみづくりと努力をすべきです。
様式０１「採用選考シート」
（
「病院の人事労務管理」https://www.hrms-jp.com/byouin/ に掲載しています。
）
採用選考シート

本人氏名

面接者氏名

＜自由記入欄＞
Ⅰ 当該（職種への）応募の理由は明確で説得力があるか？
質問例）応募の理由は何ですか？ ／ それはなぜですか？
質問例）どのような仕事をしたいと考えていますか？ ／ 具体的には？ ／ それはなぜですか？
質問例）そのために今までやってきたこと（勉強や活動）はどんなことですか？

Ⅱ 職務遂行に必要な能力や指向を備えているか？
質問例）日ごろはどんなこと（勉強・活動・余暇）をしていますか？
質問例）今までどのようなことに興味を持ち、取り組んできましたか？ ／ 具体的には？
質問例）今後はどのようなことを学んで行きたいと考えていますか？ ／ どのようにして？

Ⅲ 組織や企業において好ましいパーソナリティーや社会性を備えているか？
質問例）自分自身のパーソナリティーをどのように認識していますか？ ／ それはなぜですか？
質問例）対人関係で留意していることはどんなことですか？ ／ どんな場面にどう対応しますか？
質問例）今まで最も「驚いたこと」「嬉しかったこと」「辛かったこと」「頑張ったこと」…は？

Ⅳ その他申告事項／懸念事項等

予定職種

記入日

＜評定記入欄＞
Ⅰ 資質適性（成熟性とパーソナリティーの偏り）
□受動的
⇔
能動的
□依存
⇔
独立
□単純な行動
⇔
多様な行動
□浅く移り気な興味
⇔
深く強い興味
未成熟
<<< << < 0 < << <<<
□短期的展望
⇔
長期的展望
□従属的
⇔
対等または優越
□自己認識の欠如
⇔
自己発見と統制
□非統合的で奇妙な言動
□演技的で過度な情動性
□社会的関係からの遊離
□自己愛的で誇大妄想的
懸念大
>>> >> > 0 > >> >>>
□妄想的な不信感や疑心
□困難や他者からの回避
□他者の無視または侵害
□他者への依存や従属性
□感情の不安定や衝動性
□自己強迫的な完璧主義
Ｓ： 適性き わめて高い、Ａ： 適性やや高い、Ｂ： ふつう、Ｃ： 適性やや低い、Ｄ：適性きわめて低い
Ⅱ 能力適性
□理解力
□思考力
ＩＱ
低
<<< << < 0 < << <<<
□判断力

成 熟

懸念小

高

ＥＱ

□自分の情動を知る □感情を制御する
□自分を動機付ける □他人の感情を認識する
□人間関係を上手く処理する

低

<<< << < 0 < << <<<

高

ＴＱ

□募集職種に求められる専門性

低

<<< << < 0 < << <<<

高

ＳＱ

□積極的傾聴と肯定的受容
□相手の言いたいことを理解する
□適確に表現する（言う、書く、描く）
□相手の疑問や興味に訴求する
□相手の発言を促し、議論を進める
□相手の感情に気づき、受容する
□相手の立場や利便を尊重する

低

<<< << < 0 < << <<<

高

Ｓ： 適性き わめて高い、Ａ： 適性やや高い、Ｂ： ふつう、Ｃ： 適性やや低い、Ｄ：適性きわめて低い
Ⅲ 指向適性
□Realistic 現実的
□Iｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｖｅ 研究的
□Artistic 芸術的
□Conventional 慣習的
□Social 社会的
□Enterprising 企業的
組織的活動へのかかわり
□指導的
□補助的
□専門的
募集職種への指向性
弱
<<< << < 0 < << <<<
やりたいこと・できること・期待されること・やってきたこと・やって
小
<<< << < 0 < << <<<
いることの重なり
Ｓ： 適性き わめて高い、Ａ： 適性やや高い、Ｂ： ふつう、Ｃ： 適性やや低い、Ｄ：適性きわめて低い
Ⅳ 行動適性
□真摯性、規律性、信頼性
誠実性
協調性
□受容力、協働性、指導性
低
<<< << < 0 < << <<<
責任感
□自律性、自責性、実行力
Ｓ： 適性き わめて高い、Ａ： 適性やや高い、Ｂ： ふつう、Ｃ： 適性やや低い、Ｄ：適性きわめて低い
Ⅴ 総合評価
Ｓ： ぜひ採用したい Ａ： 採用して も良い Ｂ： どちらとも言えな い Ｃ： あまり採用したくな い Ｄ： 採用不可
コメント
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強
大

高

特に、
「資質適性」においては「未成熟性」や「パーソナリティーの偏り」
、
「能力
適性」においては「ＥＱ（感情を上手くコントロールする能力）
」やコミュニケーシ
ョン能力など「ＳＱ（社会的能力）
」に問題がないかがチェックポイントです。
医師や看護職等の病院職員に限らず、上記のことはあらゆる事業の採用選考にお
いて一般的・共通的に言えることであって、
「採用後の育成（成長の促進）ではどう
しようもない」要素を見逃さない選考が必要です。
② 面接選考のＮＧ事例
配属職場からの「採用ミス」のクレームで最も多いのが「コミュニケーション能
力の不足」ですが、筆者の目から見ると、採用面接自体に「コミュニケーション不
足」の例も少なくありません。以下に「面接選考のＮＧ事例」を列挙します。
1) 候補者が極度に緊張したまま終わる面接はＮＧ
候補者が極度に緊張してほとんどまともなやりとりができないような面接はＮＧ
です。それだけで人の採否を速断してはなりません。能力や適性が高いか低いかと
いう問題ではなく、
「面接自体が成り立っていない」からです。
2）候補者があらかじめ用意してきた「台本」を読み上げるような面接はＮＧ
例えば「志望動機は何ですか？」
「得意分野は何ですか？」
「どんな仕事がしたい
ですか？」という「お決まり」の質問に、
「待ってました」とばかり、暗記してきた
「台本」を滔々と述べるように答える人がいたら要注意です。
3）話がかみ合わない面接はＮＧ
相手の言うことに耳を傾け、その意味や意図を理解し、簡潔明瞭かつ親切丁寧に
応答することは最低限のコミュニケーション能力ですが、それにさえ欠ける人（適
性上の問題）を見過ごしてはなりません。
4）候補者がＹＥＳ－ＮＯしか言わない面接はＮＧ
面接官がほとんど一方的にしゃべり過ぎ、候補者の発言がほとんどない面接、候
補者が「はい」か「いいえ」としか言えない「短答式試験」のような面接、一問一
答のやりとりで終わってしまい、後に続かない面接はＮＧです。
5）候補者の適性を本人に聞くような面接はＮＧ
例えば候補者の「協調性」を判定しようというのに、
「あなたは協調性があります
か？」という質問をする面接官が本当にいます。質問するなら、せめて「自分自身
のパーソナリティーをどのように自己分析していますか？」でしょう。
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6）採否のはっきりしない面接はＮＧ
上記のような候補者との対話を通じて、面接官自身が、候補者の適性について「ど
のような心証を形成したか？」
「採否判定を下すのに十分な心証を形成することが出
来たか？」
「採否いずれとするか？」という点を明確にすべきです。
7）「気になる点」をそのままにしてしまう面接はＮＧ
ペーパーテストをいくら工夫しても、面接官が面接の場で実際に「感じること」
や「気になる点」に優る感度は簡単には得られません。面接選考は必ず複数人で行
い、お互いの「感じたこと」「気になった点」を必ず共有化してください。
8）トレーニングやミーティングのない面接はＮＧ
自分の部下として新規採用者を受け入れた経験（採用の「成功」経験と「失敗」
経験）の豊富な管理職が相応しい）を踏まえて、面接選考で候補者のどのような点
に着眼すれば良いかについて共有化して下さい。
＜補論１＞採用における「自己認識」の大切さ
筆者の私見ですが、採用選考で何が「合格」の決定的な基準となるか（基準とす
べきか）と言えば、それは「自己認識の適確さ」だと思います。つまり、自分自身
の能力や適性や指向を対自的・客観的に評価して説明できるかどうかです。
＜補論２＞「面接法」より「観察法」
候補者をグループ分けして何らかのテーマを与えてお互いにディスカッションを
させて、その様子を下掲イメージの「グループディスカッション評定表」を用いて
コミュニケーション力を観察・評価することも有効です。
様式０２「グループディスカッション評定票」
（
「病院の人事労務管理」https://www.hrms-jp.com/byouin/ に掲載しています。
）
グループディスカッション評定票
実施年月日

必須評定項目

受験番号

評定者氏名
受験者氏名

着眼点

評定

１．他者の意見を傾聴し、意味や意図を的確に捉えているか
２．自分の意見を分り易く伝え、理解を得ているか
基本的なコミュニケー
３．議論の動向をふまえ、適時適確な発言をしているか
ション能力
４．他者の意見と自分の意見をかみ合わせて会話しているか

積極性

自己コントロール

ａ. 優れている
ｂ. やや優れている
ｃ. ふつう
ｄ. やや劣る

５．意見の対立を克服してwin-winの合意を形成しているか

ｅ. 劣る

１．自由な発想と豊富な知識をもとに活発に発言しているか

ａ. 優れている

２．他者の質問や提案に当意即妙の応答をしているか

ｂ. やや優れている

３．ディスカッションをリードする発言や提案を行っているか

ｃ. ふつう

４．反対や対立に臆せず自分の意見を主張しているか

ｄ. やや劣る

５．ディスカッションの活性化に主体的に参加しているか

ｅ. 劣る

１．冷静かつ温厚な態度でディスカッションに参加しているか

ａ. 優れている

２．自分の感情を上手くコントロールしながら発言しているか

ｂ. やや優れている

３．相手の感情に配慮しながら発言しているか

ｃ. ふつう

４．対立や反対には、冷静かつ適確に対応しているか

ｄ. やや劣る

５．自分の都合よりグループの円滑な運営を優先しているか

ｅ. 劣る
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（６）「採用ミス」に気づいたら…
① 「試用期間中」に「何とかする」こと
就業規則には「試用期間の定め」があるはずですから必ず確認して下さい。多く
企業や病院では「試用期間は３か月とする」と規定されていますが、筆者が推奨す
るのは「試用期間は６か月とし、１年以内の延長を可とする」という既定です。
判例では「試用期間中の解雇」についてかなり大幅な裁量権が使用者側に認めら
れていますが、
「採用ミス」に気づいてから下記のプロセスで仮に「解雇」に至る
としても、実務上少なくとも「６か月程度」の期間が必要です。
採用ミスに気づいたら人事部門と事実関係と状況認識を共有化する
↓
本人の「自己認識」を促す
↓
本人に「改善の指導」を行ない「改善の機会」を付与する
↓
本人への指導の状況と本人の改善の状況を記録（５Ｗ２Ｈ）する
↓
本人の改善の状況を評価し、人事部門や本人と共有化する
↓
改善の指導や改善の機会を尽くしても改善の兆候が見られない場合には本人の
自主退職に向けた合意形成を行うための話し合いを行う。
↓
上記の話し合いを尽くしても本人の自主退職に向けた合意形成が出来ない場合
は人事部門と協議して「試用期間中の解雇」のプロセスに移行する。
② 「試用期間後」に「何とかする」こと
試用期間後は、就業規則の解雇事由に該当しない限り、職場の「指導と育成」
で「何とかする」以外にありませんが、
「採用ミス」とされる本人側の「要素」に
は、「指導や育成」で「何とかなる」要素とそうでない要素があります。
問題が本人側にあり、それが職場の「指導や育成」で「何とかなる」要素に絞っ
て計画的・持続的に「指導と育成」を尽くし、その経過と結果を記録し、人事部門
との連携を絶やさないことが肝要です。
⇒ 以降、「２．育成」の稿、
「７．退職管理」の稿をご参照ください。
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