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はじめに 

 
 政府が進める低医療費政策や規制緩和を背景に、医療経営者は賃金への人事考課や成果

主義の導入を盛んに言い出しています。賃金の一方的な不利益変更を許さないために、問

題点を整理し、闘いの推進を呼びかけます。 
 

１、賃金形態のおさらい 

 
【賃金形態・基本給の分類】 

属人給  年齢給、勤続給、職能給 

仕事給  職務給、成果給 

 

１）職能給 

 職能給とは、社員の能力（職務遂行能力）を基準として決める賃金のことです。日本企

業では広く採用されています。 
制度の中心は、職能資格制度です。職務調査を行い、職能資格（資格等級）を定め、そ

の資格等級ごとに必要な職務遂行能力を定めます（職能資格基準）。 
職能給では、例えば 7級の職能資格に課長という職位（役職）を対応させる場合、6級以
下では課長になれず、7級、8級、9級から課長が選ばれることになります。職能（その格
付けとしての職能等級）が先行します。ポスト不足への対応という側面も持ちます。 
 財界筋からは、その年功的運用と「能力と実力（結果）との格差」がヤリ玉にあがって

います。 
「職能給では、個人の属性によって賃金を決定するので、社員に様々な職務を経験させる

ことができるという柔軟性に優れる反面、能力評価が適切に行われず、年齢を重ねると能

力が高まるという前提の下で、年功序列的な運用につながりやすいという問題がありま

す。」「社員の高齢化にともない、職務の内容に比べて高い賃金を支払わなければならない

社員が多くなったことが、日本の企業の人件費が増大する要因となっています。」（野村総
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研ホームページ「経済用語の基礎知識」） 
 

２）職務給 

職務給とは、社員が実際に担当している職務の難易度・責任度を基準として決める賃金

のことです。国際的に見ると、ほとんどの国の賃金は職務給です。典型はアメリカです。 
職務給は、社内のすべての職務について、その価値・難易度及び就労条件などを測定し

（職務分析）、その結果に基づいて定められた職務の序列（職務評価）を反映して決定され

ます。職務ごとに賃金があらかじめ決められ、そこに社員が当てはめられるわけです。し

たがって、同じ仕事は誰がやっても同じ賃金となり、基本的に定期昇給という概念がなく、

同じ仕事（職務）をしている間は賃金の上昇はありません。 
 

 

＊アメリカでは、60年代半ば以降公民権運動の高まりの中、俗人的な要素を排除。また、

多民族国家のため仕事の領域を明確にしておく必要があった。80 年代に入り、組織の硬
直性を排除するために目標管理を導入。90年代成果主義の導入。 

 

【公務員の職務職階制】 

 公務員の賃金は、職務職階制を取っています。職種（群）ごとの標準職務表で職務の分

析と評価を行い、職務の級ごとの標準的な職務を定めています。職務への格付けは初任給

基準と、ある一定の等級までは級別資格基準表によります。 
 標準的な職務の内容は、資格（医療職の場合）や職位（役職）で多く代替されています。

また、一定以上、例えば課長、部長などの役職につかなければ、等級が上がらないという

点で、職階制となっています。 
 一般職の職場では、人事院勧告制度の制約とポスト不足を補うため、昇格のための役職

名を付け、上位の等級に勤続年数で上がっていくという年功的、職能給的な運用がなされ

ています。 
 公的医療機関の賃金形態は、ほぼこれに習っています。 
 
【職能給と職務給との違い】 
 両者の違いを平たくいえば、職能給は能力に値段がついており、職務給はポスト（仕事）

に値段がついているといえます。職能給の場合、能力のある人を役職に付けるという考え

方ですが、職務給の場合には仕事（ポスト）に人を貼り付けるという考え方です。 

 職能給では、同じ 7 級であれば課長であろうが、課長補佐であろうが給料は変わりませ

ん。ところが、職務給の場合には、課長というポストに値段がついていますから、課長補

佐より当然高くなります。 
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 また、職能給においては能力は蓄積されるという観点から賃金が下がることはありませ

んし、年功をもって能力の蓄積と見なす傾向にあります。これに対して職務給では、職務

の移動により賃金のアップ・ダウンがあります。 

 しかし、職能給で問題にする能力とは一般的な能力ではなく職務遂行能力であり、職能

給にしろ職務給にしろ結局、「職務」という同じものを裏と表から見ているに過ぎないとい 

えます。 

 

３）成果主義と成果給 

成果主義とは、業績（成果）を賃金に反映させる制度です。 

業績をはかる方法としては、人事評価（考課）における業績評価（考課）を利用したり、

目標管理における目標達成度を利用するやり方があります。主流は圧倒的に後者であると

いえます。 

導入手法としては、職能給、職務給の運用に前項の業績評価の方法を導入することです。

もう１つは、業績評価を基にした賃金の設定、即ち成果給そのものを導入することです。

成果主義賃金といった場合、この２つを区分する必要があります。むしろ正確には前者は、

賃金への成果主義の導入というべきでしょう。 

業績評価の主流を占める目標管理制度は、①個人の目標を設定しつつ、②それを達成度

評価によって個別的に評価し、③その評価結果を賃金に反映させる制度です。 

 年俸制は成果給の一種ですが、ここでは月例賃金形態におけるそれを検証します。 
 
 

２、攻撃の具体的分析 

 

１）現在の賃金体系は 

 賃金体系改悪攻撃の本質を見極めるためにも現行の賃金体系の性格を把握しておく必要

があります。 
 
【職務給的総合給】 

 先に見たとおり、公的病院を中心とする賃金体系は、国家公務員の賃金体系に準拠した

職務給的総合給といえます。 
 具体的な賃金表は、職種ごとに職務等級を定めたもので、各等級は１年１号俸ずつ考課

なしに上がっていくようになっています。職能給、年齢給、勤続給の別建となっておらず、

それらが一本となった総合給です。下位等級では、級別資格基準にそって自動的に昇格し
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ていきます。上位等級にいけば、昇格の際人事考課が行われますが、その基準は不明確で

す。 
 自治体の一部では、上位等級においても資格基準に基づき自動的に昇格するいわゆる「ワ

タリ」の制度が取り入れられています。 
 民間病院では、職種ごとの一本の通し号俸になっているところが多いと思われます。役

職者用の等級がないため、その処遇は役職手当で行うことが一般的です。ここでも職能給、

年齢給、勤続給が一体となった総合給となっています。 
 「人事考課なし」で、年功イコール職能の向上といった考えに基づき右肩上がりしてい

く賃金形態が攻撃の対象になっています。 
 

２）改悪のパターン 

 総人件費の抑制を主なねらいとする賃金体系改悪のパターンは様々ですが、特徴的なも

のを見てみます。 
 
①職能給の導入・強化（人事評価《考課》をテコにした） 

  
【高知県医労連傘下では】 

県医労連傘下の組合の賃金体系は、職能給とも職務給と見分けのつかない年功色の強い

総合給です。 
 精華園では 2003年春闘で新人事制度と称して現行の職種別の通し号俸をやめ、職能給を
導入する提案が行われました。コンサルを使った強引な手法に組合だけではなく中間管理

職も反発し、現在棚上げになっています。職種別に９等級（一般職 L１～３、中間指導職能
S４～６、管理・専門職能M７～９）に区分し、人事考課を導入するというものです。 
 人事評価（考課）の種類は一般的に図１の通りです。成果主義では、業績評価が中心と

なります。 
県厚生連では、2003年度から定期昇給を５分割した賃金表が導入されました。当面、定
期昇給は５段階とし他は使わないという歯止めをかけていますが、考課により昇給幅を変

える制度を導入するための布石であることは間違いありません。また、看護部では数年前

からキャリア形成の目的で目標管理が行われており、成果主義の導入の際には危険な役割

を果たすことが懸念されます。 
 
【他病院等の例】 

 新たに職能を導入する、あるいは現状の職能給、職務給の強化を人事評価（考課）の導

入・強化をテコにすすめるやり方が典型的な攻撃の１つです。 
職能給に再編成するために年齢給と職能給に分割することが考えられます（表１参照）。 
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年齢給だからといって年功的になっているわけではありません。ピッチ（間差額）を見

れば、中高年齢層の賃金抑制の意図は明らかです。また、職能給がこのモデル賃金では、

最高職能資格の「Ｍの９」まで昇格するようになっていますが、実際はそこまで登りつめ

るのはごく少数です。 
 表２が、職能資格基準です。昇格のためには厳しい人事考課に加え、昇任試験、登用試

験の導入も考えられます。職能給では習熟昇給（いわゆる定期昇給）を小幅にし、昇格昇

給を大きくするようになります。昇格に人事評価（考課）を持ち込み、昇格しなければ賃

金は頭打ちになります。あるいは、定昇を分割し、そこにも人事考課を持ち込む手法も考

えられます（聖路加病院の例）。 
 

 

図１ 人事評価基準の体系 
職務知識（担当業務の知識は十分か） 
対人能力（折衝・交渉能力は十分か） 
実行力（粘り強くやり遂げるか） 
統率力（方針を明示し率先するか） 
 
協調性（チームワークカはあるか） 
積極性（執務態慶が棚極的か） 
規律性（職場規律を守っているか） 
企業意識（全体を考えて行動するか） 
 
業務成果（成果の量と質は十分か） 
指導育成（部下を育てているか） 
目標達成度（設定目標を達成したか） 

 
笹島芳雄「賃金決定の手引き」ｐ165 

能力評価 

情意評価 人事評価 

業績評価 

 
表２ 職能資格基準 

経験年数 
  

職 能

等級 
呼  称 等級定義 

初  任

格 付 最短 自動 最長
昇格基準 

対 応

職位 

標準

年数

M-9 参与 統率業務                 部長   

8 副参与 上級管理業務         (実績） 次長 6 

管
理
職
能 7 参事 管理業務         <登用試験> 課長 5 

S-6 主査 上級指導業務   3       係長 5 

5 主事 指導業務   3   9 (能力) 主任 4 

指
導
職
能 4 主務 判定業務   2   7 〈昇任試験〉   3 

J-3 社員Ⅰ級 熟練業務 大卒 2   5     3 

2 社員Ⅱ級 定型業務 短大卒   2   (勤続)   2 

一
般
職
能 1 社員Ⅲ級 補助業務 高卒   2       2 

楠田丘監修「職能給制度のしくみがわかる本」Ｐ62 
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表１ 新モデル賃金(基本給) 
年齢 年齢給 ピッチ 級一号 職能給 ピッチ 基本給 

18 122,100   Ｊ －１ 30,500   152,600 

19 125,400 3,300   －2 33,200 2,700 158,600 

20 128,700 3,300 J２－1 40,100 6,900 168,800 

21 132,000 3,300   －2 43,100 3,000 175,100 

22 135,300 3,300 Ｊ３－1 50,300 7,200 185,600 

23 139,000 3,700   －2 53,600 3,300 192,600 

24 142,700 3,700   －3 56,900 3,300 199,600 

25 146,400 3,700 S４－1 66,500 9,600 212,900 

26 150,100 3,700   －2 70,200 3,700 220,300 

27 153,800 3,700   －3 73,900 3,700 227,700 

28 157,500 3,700 S５－1 83,900 10,000 241,400 

29 161,200 3,700   －2 88,000 4,100 249,200 

30 164,900 3,700   －3 92,100 4,100 257,000 

31 167,440 2,540   －4 96,200 4,100 263,640 

32 169,980 2,540 S６－1 108,700 12,500 278,680 

33 172,520 2,540   －2 113,300 4,600 285,820 

34 175,060 2,540   －3 117,900 4,600 292,960 

35 177,600 2,540   －4 122,500 4,600 300,100 

36 180,140 2,540   －5 127,100 4,600 307,240 

37 182,680 2,540 M7－1 151,000 23,900 333,680 

38 185,220 2,540   －2 156,100 5,100 341,320 

39 187,760 2,540   －3 161,200 5,100 348,960 

40 190,300 2,540   －4 166,300 5,100 356,600 

41 191,900 1,600   －5 171,400 5,100 363,300 

42 193,500 1,600 M8－1 197,500 26,100 391,000 

43 195,100 1,600   －2 202,600 5,100 397,700 

44 196,700 1,600   －3 207,700 5,100 404,400 

45 198,300 1,600   －4 212,800 5,100 411,100 

46 199,900 1,600   －5 217,900 5,100 417,800 

47 201,500 1,600   －6 223,000 5,100 424,500 

48 203,100 1,600 M9－1 249,100 26,100 452,200 

49 203,100 0   －2 254,200 5,100 457,300 

50 203,100 0   －3 259,300 5,100 462,400 

51 203,100 0   －4 264,400 5,100 467,500 

52 203,100 0   －5 269,500 5,100 472,600 

53 203,100 0   －6 274,600 5,100 477,700 

54 203,100 0   －7 279,700 5,100 482,800 

55 203,100 0   －8 284,800 5,100 487,900 

56 200,000 -3,100   －9 289,900 5,100 489,900 

57 196,900 -3,100   －10 295,000 5,100 491,900 

58 193,800 -3,100   －11 300,100 5,100 493,900 

59 190,700 -3,100   －12 305,200 5,100 495,900 

60 187,600 -3,100   －13 310,300 5,100 497,900 

 楠田丘監修「職能給制度のしくみがわかる本」Ｐ251 から作成  
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聖路加病院における職能給 

 20 年近くの歳月をかけ 1989 年に職能給制度を導入。本人給と職能給の 2 本立ての賃金

（基本給）となる。更に、99年からは資格等級が4段階（E7,P8,P9,P10） であったものが9段

階（J1,J2,J3,S4,S5,E6,E7,P8,P9）となり、しかも各等級における昇給額が 5 分割された。B 評

価が標準昇給（5 段階）で、D評価だと従来の定昇額の 5分の 3（3 段階）となる。 

各等級の昇給ピッチは、等級が上がるに従い良くなっていく。 

 

配分 評価の内容 昇給段階 

職員の５％ Ｓ ７ 

職員の 10％ Ａ ６ 

職員の 70％ Ｂ ５（標準） 

職員の 10％ Ｃ ４ 

職員の５％ Ｄ ３ 

 

③成果主義、成果給の導入 

 成果主義賃金の導入といっても当面、成果給一本ということではありません。日本賃金

研究センターの楠田丘氏は、職能給をベースにした成果主義を提唱しています。 
 職能給と目標管理の組み合わせが、楠田流の「日本型成果主義」「人間の顔をした成果主

義」の本体です（楠田氏は職能給の能力開発機能に着目しているようです）。 
 図２がその具体的な組み合わせですが、役割給が職務給の発展形態であり、成果主義賃

金に当たります。役割・業績は通常年単位で設定されることから管理職になれば月給制よ

り年俸制がふさわしいという主張になります（楠田丘「成果主義賃金」ｐ80 経営書院）。 
 
図２ 楠田氏の提唱する成果主義賃金（職能給との組み合わせがポイント） 

 
 一般職           指導・監督職能       管理・専門職能 
 
 
 
 
 
18歳                               65歳 

日本型 

業 績 
年俸制 

職能給 

年齢給 

職能給 

役割給 

た
 定昇制度をもった 

 成長賃金 

 

 

部分的に可変性を
「

もった成熟賃金 
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成果主義賃金」ｐ87より 



 職能給における人事評価（考課）は、図１中の能力評価と情意評価が中心です。成果主

義では業績評価が中心ですが、その中身は目標管理です。 
目標管理の流れは、図３の通りです。賃金とのリンクは、昇給、一時金、退職金まで組

み合わせは様々です。 
 
図３ 目標管理のメカニズム 

 
 

 

次のサイクル 

目 標 設 定 

（本人・上司） 
職務

遂行 
目標達成度評

価（本人・上司） 
賃金

決定 
目 標 設 定 

（本人・上司） 
職務

遂行 
目標達成度評

価（本人・上司） 
賃金

決定 

次のサイクル 

企業

目標 
企業

目標 

笹島芳雄「賃金決定の手引き」ｐ173 
 

【全社連の提案】 

 全社連は、賃金の５％カット、定期昇給の凍結攻撃に加え、2005年 4月から成果主義賃
金を導入しようと提案を行っています。それを簡単に紹介します。 
 現行の総合給を役割給、実績給、経歴給に分割します（下表）。楠田氏の提案は、職務給

の発展形としての役割給留まりですが、純粋な意味での成果給である実績給の導入が提案

されています。そういう点では、ゼットコースター方の上がり下がりのある賃金体系の提

案です。 
 職員を管理者、基幹職員、一般職員の 3 つの職層に分けるという案になっていますが、
基幹職員、管理者については、経歴給の設定はなく、役割給と実績給のみとなります。 
 事務職でいえば課長補佐まで、看護職では係長まで、医療技術職では副技師長までが一

般職員の扱いとなっています。 
 
基本となる給与の整理 

支給額の決定 
区分 決定要素 給与規程の規

定 設定単位 設定の型 
給与表の作成

単位 
役割給 職責の大きさ・重さ 全病院一律 役割等級毎 定額 

実績給 業績と職責遂行状況 病院毎 役割等級毎 評価ランク
により変動 

経歴給 経験年数 全病院一律 職種毎 定額 

職種毎（何種

類にするかは

今後検討） 
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（１）役割給（看護師）   ＊医師は 6級制 
役割等級 代表職位 役割給 
1級 副院長 ○○○、○○○円 
2級 看護局長 ○○○、○○○円 
3級 看護局次長 ○○○、○○○円 
4級 看護科長 ○○○、○○○円 
5級 看護係長 ○○○、○○○円 
6級 看護師 A ○○○、○○○円 
7級 看護師 B ○○○、○○○円 
8級 看護師 C ○○○、○○○円  

（３）経歴給（看護師）     

経験年数 経歴給 
1年目 ☆☆☆、☆☆☆円 
2年目 ☆☆☆、☆☆☆円 
3年目 ☆☆☆、☆☆☆円 
↓  
N年目 ☆☆☆、☆☆☆円  

 

（２）実績給（看護師）    ＊医師は 6級制 
加算減算 役 割

等級 代表職位 基準額 上限額 下限額 
A評価 B評価 C評価 

1級 副院長 ○○○、○○○円 △△△、△△△円 ×××、×××円 ＋○○ ゼロ －○○ 

2級 看護局長 ○○○、○○○円 △△△、△△△円 ×××、×××円 ＋○○ ゼロ －○○ 
3級 看護局次長 ○○○、○○○円 △△△、△△△円 ×××、×××円 ＋○○ ゼロ －○○ 
4級 看護科長 ○○○、○○○円 △△△、△△△円 ×××、×××円 ＋○○ ゼロ －○○ 
5級 看護係長 ○○○、○○○円 △△△、△△△円 ×××、×××円 ＋○○ ゼロ －○○ 
6級 看護師 A ○○○、○○○円 △△△、△△△円 ×××、×××円 ＋○○ ゼロ －○○ 
7級 看護師 B ○○○、○○○円 △△△、△△△円 ×××、×××円 ＋○○ ゼロ －○○ 
8級 看護師 C ○○○、○○○円 △△△、△△△円 ×××、×××円 ＋○○ ゼロ －○○ 
 ＊加算減算はポイント制で、ポイント単価は各病院で設定する。 
 ＊実績給は、評価により毎年上下する可能性がある。 
 
 
新給与体系の具体的イメージ（一般職員） 

     

     
     

実績給（基準額） 

役割給 

経歴給 

                         

実績給・評価部分 
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役職等級制度の関連図 

 
 

【福島県の A病院】 

 別紙資料を参照してください。 

 

福島県医労連の高橋書記長の許可を得てレジメとアンケート結果を掲載します。 

アンケートは集計結果を基に田口がグラフ化したものです（ただし、高橋氏のレジメでは回答者

のみの比率となっていたものを未回答者含めた比率に改めた）。自由記載例ものせています。 

 

３、具体的な闘い方 

 
１、職能給、成果主義賃金導入の真のねらいを明らかにし組合員に知らせる 

  
「導入の目的は人件費を削ることだ」などと正直に言う経営者はいません。「がんばった

人が報われる賃金制度」「加点主義で人を育てる」「組織の活性化をはかり、経営の存続を

はかるため」等々耳ざわりのよい、一見もっともな「理由」を持ち出してきます。 
だからこそ、その真のねらいを明らかにすることが必要です。ねらいを列挙します。 
 ①人件費の抑制、削減が第１のねらいです。 
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そのために年功型の右肩上がりの賃金体系を壊し、業績に応じて総人件費を伸縮で

きる業績対応型の賃金体系にしたいのです（人件費の流動費化）。そのための手段が人

事考課、とりわけ業績考課です。 
 

②労働者同士の競争と労働組合の弱体化が第２のねらいです。 

生き残りのための「合理化」、リストラをすすめるためには、ものを言う労働者、労

働組合がどうしても邪魔になります。 
人事考課の強化は労働者同士を競争にかりたて、団結を弱める働きをします。また、

人事考課による賃金決定は、労働組合の賃金決定への関与を狭める側面を持っていま

す。団結破壊、労働組合の弱体化を通じて、「物言わぬ」労働者を作り出し、「物言え

ぬ」職場にしてしまおうとしているのです。 
 

③労働力の流動化が第３のねらいです。 

職能給、成果主義賃金の導入は、年功賃金の破壊だけではなく、それと密接不可分

の関係にある正職員・終身雇用制の破壊を意味します。 
臨時・パート・派遣など不安定雇用労働者の拡大をはかる一方で、正職の制度自体

の破壊を行うことがねらいです。中高年層の追い出し、更に積極的には外部労働市場

の形成による労働者の企業間移動の促進をねらいとしています。 
 

 

２、職能給、成果主義賃金導入が職場に何をもたらすかを組合員に知らせる 

 
 ①競争をあおることによる労働強化やサービス残業の増大 

 良い評価を得るために労働強化に追い込まれ、サービス残業が増えてしまいます（残

業が多いことは、能力が低いと見なされ評価が下がるため）。 
 

②チーム医療の破壊、足の引っ張り合いの現象 

「加点主義」などと耳ざわりの良いことをいいますが、聖路加病院の例などでも分

かるとおり、各評価ランクの比率は決められているのです。患者さんより上司の顔色

を伺い、同僚同士で足の引っ張り合いを行う事態にもなりかねません。 
 「他人の失敗は、自分の評価」となり、チーム医療どころか、同僚の失敗を見て見

ぬふりをしてしまう傾向を生みます。 
  

③患者サービスの低下、医療事故の増加の懸念も 

このようなことを通じて、一番の犠牲になるのは患者さんです。患者サービスの低

下や医療事故の増大につながることが懸念されます。 
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④制度への不満の増大、労働意欲の低下、暗い職場に 

成果主義の中心である目標管理制度の欠陥は明らかであり、制度自体や制度の運用

に対する不満が職場に充満します。 
 成果主義は、「賃金でツル」制度であり、仕事自体の面白さを労働者から奪ってしま

います（高橋伸夫東大教授「不毛の成果主義」）。働き甲斐がなくなり、活気のない暗

い職場になってしまいます。 
 
  ○福島県の A 病院のアンケート結果、長野県の育賛会豊野労組のアンケート結果や他

産業の失敗事例が、これらのことを雄弁に語ってくれています。 
⇒資料参照 育賛会豊野労組のホームページも参照してください 

 http://www6.ocn.ne.jp/~toyonoro/ 
 
また、日本型成果主義の提唱者である楠田丘氏本人がメリット、デメリットについ

ての面白い指摘をしています。デメリットは、私たちの指摘と共通しています。メリ

ットは労働者にとってのデメリットであり、正に「語るに落ちた」というべきもので

す。 
 
  成果主義賃金のメリット、デメリット 

メリット デメリット 
・経営意識の高揚 
・業績に応じての個別管理 
・年収調整 
・人件費管理 
・目標面接の有効化 
・実力主義…の強化 
 

・目先の業績のみを追い、本質的な生産

性の向上を失う 
・不公平感の高まり 
・連帯感の喪失 
・ホワイトカラーの意欲低下 
・部下育成の軽視 
・失敗を恐れる 

  「成果主義賃金」ｐ87 

 
 
３、労働条件の一方的な不利益変更は違法です 

 

賃金・労働条件は労使対等決定が、労基法に定められた大原則です。職能給、成果

主義賃金導入のための就業規則の一方的な変更は、明確法違反です。自信を持って毅

然として闘いましょう。 
 
  ⇒具体的には別紙資料を参照してください 
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４．医療機能評価の受審は、成果主義賃金導入の理由にはならない 

 
病院経営者は、病院機能評価の受審を１つの理由にして、職能給、成果主義賃金の

導入を提案してきます。 
Ver４の自己評価票でその部分を抜き出すと下記の通りです。職能給、成果主義賃金

の導入を直接的に求めたものでないことは明らかです。 即ち、人事考課の基準の明確
化を求めているのであり、その賃金への反映を求めているわけではありません。また、

特定の人事考課の導入を求めているものでもありません。 
もし、そのようなものを求めているのだとしたら、労使自治、労使関係への不当な

介入です。日本医労連は、2002年 7月に、関東労災病院への予備審査段階で、労使交
渉や労働組合活動への介入と受け取れる報告書が作成されていた問題で、日本医療機

能評価機構に対して見解と質問状を提出しました。それに対して、「医療機能評価は、

特定の立場に偏することのない中立的な立場で行われる必要がある」「機構の評価手法

は労使関係に介入する意図をもったものでない」との回答がなされ、評価調査者(サー
ベイヤー)に対して、改めて評価項目の趣旨・基準の徹底が指示されました。 
⇒別紙資料参照 

 
人事考課は既に見た通り（図１）、３つの部分からなっており、業績考課はその一部

に過ぎません。特定の考課方法を求めることは、労使関係への介入です。もし、その

ようなことがあるのであれば、サーベイヤーの姿勢を正させることこそが必要です。 
成果給、成果主義賃金の導入を求めるようなサーベイヤーの態度に対しても同様で

す。 
 
既に能力考課、情意考課については、一方的・秘密裏・曖昧な形で既に行われてい

ます。賃金体系に関係なくどこの病院でも役職に付ける時には、なんらかの人事考課

が行われています。そこでの基準の明確化がまず求められます。 
誰が見ても明らかにおかしな人事が行われることがあります。まず、基準の明確化

をいうのであれば、そういうところから選考基準、理由を公表するなど是正措置をと

るべきです。 
また、機能評価は１～５の段階評価ですが、３以上であれば勿論パスしますが、２

があったからといってパスしないわけではありません。また、職能給、成果主義賃金

制度が導入されていないから即２になるということでもありません。「形だけでいいか

ら規定を入れさせてくれ」等の泣き落としもよく聞きます。そのような手に乗らない

ことも重要です。経営者の言う通りであれば、国立病院はパスしないはずです。 
いずれにしろ、導入の理由にはなりません。 
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病院機能評価 Ver.４ （6.1 人事管理） 

6.1.3  職員の人事考課が適切に行われている 
6.1.3.1 人事考課が明確かつ合理的な基準により行われている 
6.1.3.2 人事考課が有効に活用されている 
6.1.3.3 考課者の教育が行われている 

 
 
 ⇒ 別紙資料 「『賃金体系変更、退職金見直し』など、人事制度『成果主義賃金』との

たたかいの強化について」（日本医労連発第 61号 2001年 3月 5日）を参照してください。 
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