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企画

やさしい経営基礎講座 ～ 決算書・経営指標の読み方と看護管理

2

目標統合の管理における面談のスキル
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ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝの基礎講座 〜 効果的・効率的なｶﾝﾌｧﾚﾝｽ運営のために

4

リフレーミングの基礎 〜 個人と組織の固定観念からの脱却
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初級管理者研修 ～ 部下指導育成

6

論理的思考、問題解決過程の基本と実践

7

CS マネジメント研修

8

戦略 SWOT 分析研修

9

管理者研修 ～ サービス文化を育てる

10

リーダーに必要な問題解決思考

11

職務記述書（成果責任整理）研修

12

貴病院のオリジナルケースによる「実践型の考課者研修」

13

有限会社 ビジネスブレーン

企画 NO.14-915

研修の日数：1 日間

やさしい経営基礎講座 ～ 決算書・経営指標の読み方と看護管理
講

師

大島 敏子

対象と人数

～ 30 名

研修形式

講義・事例検討・演習

ねらい

このプログラムは「どの経営指標から、看護管理のどのような状態を読み取ることができるのか」を知る
ことで、病院経営への参加を楽しめる看護管理者になることを目指しています。

学習目標

１．看護管理者が病院経営への貢献について具体的な事例を通して学ぶ
２．経営指標とは何か、経営指標を知ることで看護管理の何が分かるのかを学ぶ
３．決算書の読み方を学び、自職場の現状把握につなげる
４．医業収益、医業経費の読み方を学び、看護管理の考えるべきことにつなげる
５．受け入れ患者の状況を示す指標、看護の経済評価を示す指標の計算の仕方を学ぶ

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）

・受講者名札
・計算機（各自持参）
・貴院決算書資料

〈研修スケジュール例〉
時間
9:00

12:30

カリキュラム

主なねらい

〈病院経営への看護管理者の参画〉講義
・医療環境の変化
・看護管理者の経営への責任

・この研修の目的と進め方を確認し、学習への参加姿勢を
整える。
・医療経営環境の現状を学び、看護管理者の経営に対する
責任とは何かを確認する。

〈決算書と財務諸表〉講義・事例検討
・経営とは何か
・貸借対照表とは
・損益計算書とは
・キャッシュフローとは
・営業利益と損益分岐点
・自職場の状況把握
・健全性アップへの取り組み方

・経営とは何か、経営指標を知ることで看護管理者は何が
できるのかを確認する。
・決算書を構成する財務指標の読み方を学ぶ。自職場の指
標を使って自職場の健全性を把握する。また、苦境から
の脱却事例について学ぶ。

昼 食 休 憩

13:30

17:00

〈医業収益と看護管理〉講義・事例検討
・入院収益を示す指標と看護管理
・外来収益を示す指標と看護管理
・自職場の状況把握

・医業収益の状況を把握する指標と導き方を学ぶ。また、
看護のあり方が在院日数や医療の質にどのように影響を
するのかを学ぶ。

〈医業経費と看護管理〉講義・事例検討
・人件費比率と看護管理
・委託費比率と看護管理
・材料費比率と看護管理
・減価償却と経営の健全性
・自職場の状況把握
・目標値の算出方法

・医業経費とは何か、その状況を示す指標とその算出方法
を学ぶ。
・自職場の状況を把握し、健全性アップに向けての目標値
設定の仕方や達成に向けて考えるべきことは何かを確認
する。

〈その他の経営指標〉講義・事例検討
・受け入れ患者の状況を知る指標
・看護の経済評価を把握する指標

・看護必要度、紹介率、職員一人当たりの患者数、労働生
産性を知ることの意義について学び、看護の経済的評価
の理解につなげる。

〈まとめ〉

・本日の学びを整理し、明日への目標を確認する。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります

2

企画 NO.14-909

研修の日数：1 日間

目標統合の管理における面談のスキル
講

師

永井 または 後藤

対象と人数

～ 20 名

研修形式

講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟｺｰﾁﾝｸﾞ・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ

ねらい

目標による管理では、管理ビジョンの説明から目標設定への支援、評価時の面談、トラブル発生時の指導
面談などの管理者の関わりが大変重要となる。このプログラムはそれぞれの場面での面談のスキルを学ぶ。

学習目標

１．目標による管理の管理サイクルについて再確認をする
２．協働関係を結ぶための状況説明・状況共有の進め方を学ぶ
３．目標設定時の面談の進め方を学ぶ
４．トラブル発生時の指導面談の進め方について学ぶ
５．評価面談の進め方を学ぶ

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）

・模造紙（2 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・受講者名札

〈研修スケジュール例〉
時間
9:00

12:30

カリキュラム

主なねらい

〈研修のねらい〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・学習目標の確認

・学習の目的と進め方を確認する。
・グループづくりをする。

〈目標管理とコミュニケーション〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・目標管理と管理サイクル
・管理ビジョンの説明の重要性
・面談による指導の重要性

・目標を軸にした管理における管理サイクルにつ
いて再確認する。また、管理サイクルの要所要
所で部下とどのような関わりが必要かを確認す
る。

〈協働関係の成立のために〉講義・事例研究
・管理ビジョンとは
・管理ビジョンの説明
・質問の促し方
・上手な回答のコツ

・管理ビジョンとは何かを学ぶ。また、その説明
の進め方を学ぶ。
・管理ビジョンの説明に対する質問の促し方、回
答に苦慮したときのコツなどについて学ぶ。

昼 食 休 憩

13:30

17:00

〈目標設定時の面談〉講義・演習・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ
・面談の基本フロー
・コミットメントの促し方
・思考の次元を移動させる質問
・数多くのアイディアを促す質問
・意思決定を促す質問

・面談の基本フローを理解する。また、上位目標
とコミットメントさせるための質問の切り口、
ハンドリングしやすい目標レベルを見出させる
質問、意思決定を促す質問の仕方を学ぶ。

〈トラブル発生時の指導面談〉講義・演習・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ
・リフレクションとは
・状況の聞き取りと読み取り
・仮説を立てさせる

・活動中のトラブル発生時の指導面談の進め方、
状況説明を促す質問のコツ、傾聴のスキルを中
心に学ぶ。

〈評価面談の基本〉講義・演習・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ
・評価の目的
・評価と測定の相違
・自己評価の聞き取り
・評価のフィードバック

・評価の目的は、部下が自己の状態に気づいて行
動を修正するチャンスである。また、管理者の
支援のあり方を振り返る機会でもある。ここで
は評価のフィードバックから調整行動の促し方
までを事例研究で学ぶ。

〈まとめ〉

・学んだことを整理し、目標づくりをする。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります

3

企画 NO.14-910

研修の日数：1 日間

ファシリテーションの基礎講座 〜 効果的・効率的なカンファレンス運営のために
講

師

杉村 郁雄

他弊社講師

対象と人数

～ 20 名

研修形式

講義・演習・事例研究

ねらい

カンファレンスは、看護業務の中で発生する問題や患者の治療上の問題点などについて意見を出し合い、
情報をお互い共有し、看護の質向上や種々の問題解決を図るために実施されます。ですが、日々の業務が
忙しいあまり形骸化しつつありませんか？
この企画は「現在のカンファレンスを参加者が主体的に意見を出し合える環境にしたい」
「限られた時間で
納得感の高い、効率的・効果的なものにしたい」と考える皆様に、ファシリテーションの基礎とカンファ
レンスへの応用を学んでいただくことを目的としています。

学習目標

１．ファシリテーションの効果と概要を理解している
２．ファシリテーションの各種スキルを身につけている
３．カンファレンスや話し合いの現場で活用しようという気持ちになっている

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）
・受講者名札

・模造紙（3 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・75×75 付箋（1 束／1 グループ）
・A4 コピー用紙（3 枚／1 名）

〈研修スケジュール例〉
時間
9:00

12:00

カリキュラム

主なねらい

〈オリエンテーション〉
・研修のねらい
・学習目標の確認

・研修のねらいと本日の学習目標を確認する。と同時に、
グループ学習の場づくりを行う。

〈ファシリテーションの概要〉講義・演習
・ファシリテーションとは
・ファシリテーションの効果
・話し合いの進め方

・話し合いの効果を最大にするためにはコンテンツとプロ
セスのバランスが必要である。ファシリテーターはプロ
セスに介入し、話し合いを舵取りしていくということを
学ぶ。

〈話し合いの準備〉講義・演習
・話し合いのプロセス
・話し合いを始める前にすること

・
「話し合いの大半は準備で決まる」と言われているほど重
要である。ここではどのようにすれば話し合いを上手く
設計できるかを学ぶ。

昼 食 休 憩

13:00

17:00

〈話し合いの環境づくり〉演習・事例研究
・意見を言いやすい環境をつくる
・意見を引き出す
・自分の意見を主張する

・参加者から意見を引き出すことで話し合いへの参画度合
いを上げ、話し合いへの納得感を醸成するスキルを学ぶ。

〈話し合いの整理〉演習・事例研究
・言葉の認識あわせ
・話し合いの整理をする
・話し合いを描く

・抽象度の高い言葉を具体的にして認識を合わせる。
・話し合いを整理して、全体像をつかむとともに、抜けや
漏れがないかを確認する。また、話し合いを可視化する
方法を学ぶ。

〈話し合いをまとめる〉演習・事例研究
・コンフリクトを学ぶ
・コンフリクトの解消方法
・合意形成のステップ

・コンフリクトや対立は悪いことでないという認識を持つ。
・コンフリクトや対立を解消する方法を学ぶ。
・話し合いをまとめるための方法を学ぶ。

〈振り返りとまとめ〉

・本日の学びを振り返り、定着させます。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります

4

企画 NO.14-911

研修の日数：1 日間

リフレーミングの基礎 〜 個人と組織の固定観念からの脱却
講

師

杉村 郁雄

他弊社講師

対象と人数

～ 20 名

研修形式

講義・演習・事例研究

ねらい

リフレーミングを身につけ、部下の育成や職場の課題解決につなげる

学習目標

１．リフレーミングの基礎を学んでいる
２．自分のフレームワークを認知している
３．患者様への対応、後輩や部下指導の際に、リフレーミングが使えるようになる
４．リフレーミングを使って組織の課題解決ができるようになる

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）
・受講者名札

・模造紙（3 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・75×75 付箋（2 束／1 グループ）
・A4 コピー用紙（3 枚／1 名）

〈研修スケジュール例〉
時間
9:00

12:00

カリキュラム

主なねらい

〈オリエンテーション〉
・研修のねらい
・学習目標の確認

・研修のねらいと本日の学習目標を確認する。
・グループ学習の場づくりを行う。

〈リフレーミングとは〉講義・演習
・フレーミングとは
・デフレーミングとは
・リフレーミングとは

・人はフレームを持っており、そのフレームが判断の基準
になり、物事を意味づけていることを理解する。

〈個人に活かすリフレーミング〉講義・ﾜｰｸ
・フレームを構成する要素
・リフレーミングのステップ
・リフレーミングの種類

・物事の解釈は自分で変えることが可能であると学ぶ。そ
して自己変容や患者さんへの対応、後輩や部下指導に活
かす方法を身につける。

昼 食 休 憩

13:00

〈組織に活かすリフレーミング〉講義・演習
・ラベリングをはがす
・モチベーションモデル
・要素と関係性フレーム

・組織にもフレームがあり、固定観念が形成されている。
その固定観念から脱却するために、リフレーミングを応
用して組織を活性化する方法を身につける。

〈自己の認識〉ﾜｰｸ
・インタビューワーク

・リフレーミングを使い自分や他者の強みを探っていく。

〈総合演習〉ﾜｰｸ
・組織の事例を検討していく

・リフレーミングを使って現場の事例を検討することで、
より実践で使えるようにしていく。

〈振り返りとまとめ〉

・振り返りを通じて本日の学びと明日からの取り組みを確
認する。

17:00

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります

5

企画 NO.14-912

研修の日数：1 日間

初級管理者研修 ～ 部下指導育成
講

師

永井 則子

対象と人数

ｷｬﾘｱ 5 年以上 30 名

研修形式

講義・事例研究・演習・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ

ねらい

環境が日々激しく変化する新たな時代の管理者は、目の前の問題に対処することは勿論のこと、将来の職
場への期待を予測し、近未来の職場のビジョンを示すことから部下の主体的な行動を引き出せるリーダー
であることが求められています。そのためには、筋道立ててビジョンを説明するスキルや異質の価値観の
触れ合いから成長させる支援力が求められます。また、個々の体験から学ぶ力を側面から支援する力も管
理者として成功するためのポイントです。このセミナーはそれらを基礎から学ぶプログラムです。

学習目標

１．病院を取り巻く経営環境を理解し、リーダーへの期待を再確認する
２．戦略など目に見えにくい事柄をロジカルに説明するスキルを身につける
３．
「集団にすでに存在している知的資源を活かす対話」による指導について学ぶ
４．
「考える」
「気づかせる」
「考えをまとめさせる」質問と傾聴のスキルを身につける
５．リフレクションの基本を身につける
６．フィードバックや柔らかな主張など、相手の行動や考え方への働きかけ方を学ぶ
７．強みの活用に意義とあり方について学ぶ

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）

・模造紙（3 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・75×75 付箋（1 束／1 グループ）
・受講者名札

〈研修スケジュール例〉
時間
9:00

12:30

カリキュラム

主なねらい

〈オリエンテーション〉講義
・研修のねらいと新しいリーダー像

・何のために、どのようなことを学ぶのかを確認する。
また、対話学習の場づくりをする。

〈主体的な行動を促す説明〉講義・演習・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ
・戦略の時代と状況説明
・論理的な説明の基本

・人の動機を促す状況説明の要素と、筋道立てて説明
する論理的説明について、演習やロールプレイを通
して学ぶ。

〈傾聴のスキル〉講義・演習・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ
・傾聴の効果とは、ぺーシングとは
・聞く、訊く、聴く

・傾聴の効果について講義と体験学習で学びとる。ま
た、共感ゾーンを拡大させるぺーシングのスキルを
学ぶ。

昼 食 休 憩

13:30

17:00

〈質問のスキル〉講義・演習・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ
・質問の効果、種類、活用法
・演習 ～思考を促す質問
・演習 ～思考の次元を移動させる質問
・演習 ～思考の軸を変える質問

・質問の効果やその種類と活用の方向について体系的
に学ぶ。
・演習を通して質問のレパートリーを増やす。

〈リフレクションの基本〉講義・演習
・リフレクションのフロー

・体験からの気づきを促すリフレクションの支援の基
本について学ぶ。

〈フィードバックの基本〉講義・演習
・フィードバックの仕方
・フィードバック・コントロール

・フィードバックのスキルを身につけ、自分では気づ
けない領域での気づきを促す。また、指摘とフィー
ドバックの相違について学ぶ。

〈強みとは〉講義
・強みとは何か、強み活用の事例

・強みとは何かを理解し、阻止活性化につなげる考え
方を養う。

〈本日の振り返り〉

・本日の学びを共有する。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります
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企画 NO.14-914

研修の日数：2 日間

論理的思考、問題解決過程の基本と実践
講

師

杉村 郁雄

対象と人数

～ 15 名

研修形式

講義・演習・事例研究

ねらい

このプログラムは論理的思考力・問題解決過程を身につけた上で、チーム全体を巻き込んで問題解決を展
開し合意形成を取りつけていくスキルを身につけることを目的としています。

学習目標

１．問題解決に必要な論理的思考を身につける
２．個人で問題解決ができるようになる
３．組織で問題解決ができるよう合意形成のスキルを身につける

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）
・受講者名札

・模造紙（3 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・75×75 付箋（1 束／1 グループ）
・A4 コピー用紙（3 枚／1 名）

〈研修スケジュール例〉
時間

１
日
目

２
日
目

カリキュラム

主なねらい

〈オリエンテーション〉
・研修のねらい、学習目標の確認
・グループづくり

・研修のねらいと本日の学習目標を確認する。
・グループ学習の場づくりを行う。

〈論理的思考とは〉講義・演習
・論理的とは
・演繹法と帰納法について
・要素分解とグルーピング
・MECE
・ロジックツリー

・問題解決の基礎ともなる論理的思考の基礎と論理的思考に必要
な要素を学ぶ。

〈問題とは〉講義・演習
・問題の定義
・3 種類の問題

・問題解決の出発点である問題とはそもそも何かを学ぶ。
・3 種類の問題を理解することでお互いに共通認識を持てるよう
にする。

〈問題解決のプロセス〉講義・演習
・問題設定
・原因・真因探求
・対応策の立案
・優先順位付け

・問題解決のプロセスの基本を学ぶことで、効率よく問題を解決
する方法を身につける。
・個人で問題解決の基礎が理解できているかを確かめるための演
習を行う。

〈前回の振り返り〉

・問題とは何か、問題解決のプロセスを再確認する。

〈組織で問題解決〉講義・演習
・組織で問題解決をする意義と効果
・合意形成をするための準備

・組織やチームで問題を解決するとはどういうことかを学ぶ。ま
た、そのために必要な場づくりと構造化を学ぶ。

〈合意形成の基本スキル〉講義・演習
・コンフリクトをマネジメントする
・合意形成の手順

・合意形成の過程で起きるコンフリクトのマネジメントの種類に
ついて学ぶ。
・合意形成の 3 ステップを学び、実践で活かせるようにする。

〈演習〉

・実践で活かせるように、合意形成の演習をグループで行う。

〈まとめ〉

・学びを共有する。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります

7

企画 NO.14-907

研修の日数：2 日間

CS マネジメント研修
講

師

永井 則子

対象と人数

～ 20 名

研修形式

講義・グループワーク・演習

ねらい

ご利用者満足の姿について、管理者と自職場のメンバー、あるいはメンバー同士の認識は一致しているで
しょうか？ このプログラムは、管理ビジョンを提示することから組織が目指すご利用者満足の姿を一致
させ、チームや個人の主体的行動を引き出す組織管理を実現するためのご提案です。

学習目標

１．CS マネジメントとは何かを学ぶ
２．私たちが実現したご利用者満足について議論を通して明確にする
３．ご利用者満足を実現するための課題について討議する
４．CS 実現のための管理ビジョンの打ち出しについて学ぶ
５．アクションプランを作成して取り組む
６．目標面談の基本フローを学ぶ

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）
・受講者名札

・模造紙（5 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・75×75 付箋（1 束／1 グループ）
・A4 コピー用紙（3 枚／1 名）

〈研修スケジュール例〉
時間

１
日

カリキュラム

主なねらい

〈オリエンテーション〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・自己紹介 ～参加目的の確認
・医療／介護サービスの変遷と私たちへの期待

・学習の場づくりをする。医療・介護サービス業がどの
ような歴史的背景から生まれ、どう進化しているか、
私たちへの期待はどう変化していくのかを確認する。

〈CS マネジメントのために〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議
・CS マネジメントとは
・真のご利用者満足とは
・私たちが目指すご利用者満足とは

・お客様の満足を軸にした経営、組織管理とはどのよう
なことかを学ぶ。また「満足する」と「不満はない」
の相違を確認する。
・私たちが目指す真の顧客満足とはどのような内容か、
討議して明確にする。また、PDCA に結びつける。

〈ご利用者満足と自職場の課題〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・ご利用者満足と現状のギャップ
・問題の種類
・事例討議
・優先順位のつけ方

・目指すご利用者満足に対する職場の現状を洗い出す。
また、グルーピングの上で最もご利用者満足に影響を
与える現状の課題を選択する。
・問題の種類、問題解決の優先順位のつけ方を学ぶ。

〈管理ビジョンの提示〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・管理ビジョンとは ～演習

・第一線で働く部下が主体的に行動できるように、管理
者の管理ビジョンのフレームと内容について学ぶ。

〈課題の発表と振り返り〉
・課題成果発表
・体験から学んだこと（1 名につき 5 分）

・課題に取り組んだ成果を発表することを通して、体験
から学んだことを整理する。また、他グループからの
質問に答えることから見逃していた視点を発掘する。

〈アクションプランの作成〉講義・演習
・アクションプランの基本 ～演習

・アクションプランのフレームワークについて理解し、
立案につなげる。

〈目標を設定させる指導〉講義・事例検討
・管理者に求められるスキル
・目標統合のための説明責任 ～事例研究
・目標を設定させる指導 ～ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ

・CS マネジメントは部下に目標を十分に説明し、協働
関係が確立していることが前提となる。組織の目指す
姿について状況を説明するスキルを事例から学ぶ。
・目標を設定させる指導面談をﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞで学ぶ。

〈振り返りとまとめ〉

・学習者自身でも学習達成度を確認する。

目

２
日
目

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります
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企画 NO.14-916

研修の日数：2 日間

戦略 SWOT 分析研修
講

師

永井 則子

対象と人数

～ 30 名

研修形式

講義・グループワーク・グループ演習

ねらい

目標による管理を成功させるためには、病院経営が置かれている背景の理解からはじめる必要があります。
また、協働関係を成立させるには、個々が置かれている立場や状況により環境の読み取りには偏りがある
ことを理解することも重要です。このプログラムは、組織目標を達成するための戦略立案のプロセスを辿
りながら協働関係を構築するためのものです。

学習目標

１．戦略 SWOT 分析で何を把握することができるのかを学ぶ
２．PEST 分析、5force 分析で自職場の外部環境を捉える
３．バリューチェーン分析で自職場の内部環境を捉える
４．自職場の戦略の方向性を明確にする

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）

・模造紙（4 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・75×75 付箋（1 束／1 グループ）
・受講者名札

〈研修スケジュール例〉
時間

１
日
目

２
日
目

カリキュラム

主なねらい

〈オリエンテーション〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・研修のねらい
・戦略思考の重要性
・戦略 SWOT 分析の目的

・2 回の研修で学習すること、進め方などを確認する。
・将来の職場の課題を探し出して問題解決に取り組むこ
とが必要な時代において、戦略 SWOT 分析でその課題
と取り組み方を明確にできることを確認する。

〈戦略立案のフレームワーク〉講義・演習
・フレームワークとは
・外部環境、内部環境を分析するフレーム
・その他のフレーム

・戦略は病院の理念に沿った継続的な活動を実現するた
めのものである。ここではまず、理念を存在理念・経
営理念・行動理念に分けて整理し、理解を深める。

〈マクロ環境分析 ～PEST 分析〉講義・事例検討
・戦略 SWOT 分析の進め方 ～事例検討

・マクロ環境分析として PEST 分析の進め方を学び、実
際に分析を行う。

〈ミクロ環境分析〉講義・事例検討
・3C 分析と 5force 分析の進め方

・ミクロ環境分析として 3C 分析や 5force 分析の進め方
を学び、実際に分析を行う。

〈SWOT 分析〉事例検討
・SWOT 分析に記入する

・3 つのフレームワークを使って得た情報を SWOT 分析
に入れてみる。

〈組織資本分析〉講義・事例検討
・組織資本分析の進め方 ～事例検討

・内部環境分析のひとつである組織資本分析から何がわ
かるかを確認する。また、実際に分析を行う。

〈バリューチェーン分析〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・バリューチェーンをつくる
・プラス要因、マイナス要因の分析

・バリューチェーンを検討し、各階層のプラス要因、マ
イナス要因の分析を行う。

〈PPM 分析〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・PPM 分析の進め方 ～事例検討

・PPM 分析は限りある資金を効果的に投資するために不
可欠。ここではその進め方を学び、実際に分析する。

〈SWOT 分析〉事例検討
・SWOT 分析に記入する

・2 つのフレームワークを使って得た情報を SWOT 分析
に入れてみる。

〈戦略を考える〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議・演習
・戦略 SWOT 分析とは ～事例検討

・戦略 SWOT 分析を完成させる話し合いを進める。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります
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企画 NO.14-908

研修の日数：半日

管理者研修 ～ サービス文化を育てる
講

師

後藤 康之

対象と人数

～ 80 名

研修形式

講義・討議

ねらい

メンバーのサービス行動は、個々の能力以上に職場のサービス文化の影響が大きいと考えられています。
この企画は、サービス意識やサービス行動が根付く職場環境づくりのために管理者としてできること、す
べきこと、チャレンジしたいことなどを明確にします。

学習目標

１．自職場のサービスコンセプトを確認する
２．サービス提供者に求められるサービスマインドを確認する
３．プロとして結果を生み出せる能力要件を確認する
４．サービスを提供するための内部サービスの重要性を確認する

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）

・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）
・受講者名札

〈研修スケジュール例〉
時間

カリキュラム

主なねらい

9:00 〈オリエンテーション〉講義・討議
・研修のねらい、目標
(13:00)

・この研修の目的および目標、自己の学習目的を確認
し、学習への姿勢づくりをする。

・自己紹介 ～参加目的の確認
〈私たちの目指す最高のサービス〉講義・討議
・目指す理想のサービスとは
・サービス提供のコンセプト

・サービス行動を生み出し定着させるには理念へとつ
ながる共通の認識をしていることが必要である。こ
こでは、安全で安心なサービスにつながる要件と、
何をもって定着させるのかコンセプトを考える。

〈サービスの基本とマネジメント〉講義・討議
・サービスとは
・5 つのサービスマインド
・マネジャーの 2 つの視点
・プロフェッショナルな人材と能力

・サービスやサービス資源、提供するうえで重要とな
る心構えを確認し、それらをマネジメントするとは
どのようなことかを学ぶ。また、プロとして結果を
出せる人材の能力を確認し、育てたいサービス提供
者としてのマインドを学ぶ。

〈内部サービス充実のために〉講義・討議
・相手を尊重しあうチームづくり
・メンバーの主体性を生み出す関わり
・チーム活動とルールの徹底

・安心で安全なサービスを定着させるには、内部サー
ビスを充実させることと、ルールを徹底させる必要
がある。ここでは上司やメンバー間の関わりを学び、
メンバーの主体的行動につなげる。

12:00
(16:00) 〈本日のまとめ〉

・本日の研修の学びを共有する。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります
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企画 NO.14-913

研修の日数：1 日間

リーダーに必要な問題解決思考
講

師

杉村 郁雄

他弊社講師

～ 20 名

対象と人数

研修形式

講義・演習・事例研究

ねらい

このプログラムは、職場が抱えている課題について筋道立てて説明し、因果関係を明確にしながら問題解
決を展開していく思考過程と、その際に役に立つ思考ツールについて学びます。

学習目標

１．問題解決に必要な論理的思考を身につける
２．問題の種類と問題解決の方法を身につける
３．現場の問題ケースを検討することでより実践できるスキルを身につける

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）
・受講者名札

・模造紙（3 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・75×75 付箋（2 束／1 グループ）
・A4 コピー用紙（3 枚／1 名）

〈研修スケジュール例〉
時間
9:00

12:00

カリキュラム
〈オリエンテーション〉
・研修のねらい
・学習目標の確認

主なねらい
・研修のねらいと本日の学習目標を確認する。と同時に、グル
ープ学習の場づくりを行う。

〈論理的思考とは〉講義・演習
・論理的とは
・要素分解とグルーピング

・適切に問題を解決するには、論理的な思考が必要である。そ
のため、論理的思考の基礎を身につけ、問題解決につなげる。

〈問題の定義と種類〉講義・演習
・問題とは
・3 つの問題の種類

・問題を適切に設定することは問題を解決するより重要なこと
である。そのため、問題の定義と種類を確実に理解すること
を主眼において進める。

昼 食 休 憩

13:00

17:00

〈問題の解決方法〉講義・演習
・問題の解決の手順
・問題の解決の優先順位の付け方

・3 種類の問題解決方法を、それぞれ事例を使いながら説明して
いく。特に、問題の原因探求は時間をかけて理解を深める。

〈総合演習〉ワーク
・現場の事例検討

・現場の事例をもとに問題解決を進めることで、問題解決の手
法を実践しながら身につけていく。

〈振り返りとまとめ〉

・本日の学びを振り返り、定着させる。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります
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企画 NO.14-049

研修の日数：2 日間

職務記述書（成果責任整理）研修
講

師

渡辺 晴樹

対象と人数

～ 20 名

研修形式

講義・グループワーク

はじめに

従来、わが国の人事システムでは職務記述書などによって職務内容を示してきたが、成果責任については
示されなかった。そこで最近は「何をするか」ではなく、
「どういった成果が求められているか」を取り上
げるようになった。そこで出てきた言葉が「アカンタビリティ」と「コンピテンシー」である。
アカンタビリティとは「成果責任」のことである。
「どういった成果を出すことが自分の責任を果たしたこ
とになるのか」ということを明確化し、目標化することであり、
「期待役割」と呼ばれることもある。
コンピテンシーとは「発揮能力」のことである。
「アカンタビリティを果たす上で具体的行動」を明確化し、
それらの行動を発揮すればアカンタビリティが実現できるようにするもので、「成果行動」「期待能力」と
呼ばれることもある。
ミッションに基づきアカンタビリティを明確化できたとしても、その達成に向けてどのように行動したら
よいのかの判断尺度が必要になる。また、アカンタビリティの達成のために自分がどういった「能力」を
高めたらよいかの目安も必要になる。
「能力」に関しては、これまでわが国では、職能要件表が用いられてきた。しかし、職能要件表は「職務
を遂行する上で必要な能力」という観点からつくられているため、アカンタビリティ（成果責任＝期待役
割）とリンクしていない。
コンピテンシーは発揮能力であるから、具体的行動で表され、その水準も明らかになる。ビジネスサイク
ルが早い昨今、コンピテンシーは毎年更新されなければならない。そして最大のポイントは、その職務に
就いている人々によって内容を更新することが望ましいということである。

学習目標

本研修では、まず部門ごとに各階層のミッションを確認し、アカンタビリティ(成果責任＝期待役割)を整理
することを目的とする。

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）

・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）
・受講者名札

〈研修スケジュール例〉
時間

カリキュラム
１．はじめに
２．ミッション(使命)とアカンタビリティ(成果責任)について
・病院のミッションとは

１
日
目

・病院のアカンタビリティとは

★事例紹介

３．実習①「ミッションの確認」
・階層ごとのミッションの確認（部門ごと）

・発表（グループ）

４．実習②「アカンタビリティ(成果責任)の検討」
・階層ごとのアカンタビリティ(成果責任)の検討（部門ごと）

・発表（グループ）

５．研修のまとめ
・宿題の説明

１．はじめに
２．発表「アカンタビリティ(成果責任)」

２
日
目

・部門ごとの発表
３．実習「アカンタビリティ(成果責任)の整理」
・部門ごとのグループ作業

・発表（グループ）

４．コンピテンシーについて
５．研修のまとめ

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります
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企画 NO.14-544

研修の日数：1 日間 or 2 日間

貴病院のオリジナルケースによる「実践型の考課者研修」
講

師

渡辺 晴樹

対象と人数

～ 20 名

研修形式

講義・グループ討議・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ

はじめに

人事考課制度は、被考課者(評価される人)が評価結果に納得し、処遇へと反映され、被考課者の成長を促す
ことが期待されています。
「人事考課」とは、職員の「処遇」を決めることを「目的」として、ある一定期間における職員個人の業
績、能力、仕事に対する姿勢、貢献度などを測定すること、と定義されています。
人事考課の結果は、①賃金(昇給、賞与)、②昇進・昇格、配置・異動、③能力開発・人材育成、④動機づけ、
モチベーションの向上に活用されます。
その人事考課制度をスムーズに運用するためには、考課者（評価する人）が被考課者の評価に必要な知識・
スキルを身につけていることが重要です。そのためには、考課者の評価能力向上のための考課者研修が必
要かつ十分に行われていなければなりません。

学習目標

考課者研修では、考課者として身につけるべき基本的な知識やスキル、人材育成へと結び付けていくため
のフィードバックの仕方について学ぶことを目的とします。
考課者が人事考課を行うのは、上司の「役割」と理解し、評価を行うことが大切です。そのためには「人
事考課の正しい知識やスキルが必要であること」を、考課者自身に気づいていただくことが必要です。

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・受講者名札

・貴病院案内
・組織図
・現行の人事考課表
・人事考課制度規定等

〈研修スケジュール例〉
時間

カリキュラム
〈事前準備〉オリジナルケースの作成

←

事務局と打ち合せ

１．はじめに
２．人事考課制度を理解する
・わが病院の人事制度を理解する
・人事考課の目的（処遇と育成）

１
日
目
（
～
２
日
目
）

・考課者の心構え（部下との接し方）
３．人事考課のしくみを理解する
・考課における「3 つの選択」
（業績考課、能力考課、情意考課）
・考課項目の定義
・考課基準の理解（SABCD）
・考課エラーの理解（ハロー効果、中心化傾向など）
★人事考課の理解度テスト
４．考課実習（実際に人事考課を行い、考課の統一を図る）
★ケーススタディ（個人作業、グループ討議）
・「ケース」で人事考課の実際を学ぶ
５．フィードバック面談（実際にフィードバック実習を行い、スキルを学ぶ）
★ロールプレイング（実習）
・部下に対するフィードバックの仕方を学ぶ
６．研修のまとめ、質疑応答

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります

13

有限会社 ビジネスブレーン
HP: http://www.business-brain.co.jp
【 本

社 】

E-mail: info@business-brain.co.jp

〒216-0031

神奈川県川崎市宮前区神木本町 4-5-19

TEL 044-865-3081
【 東京セミナールーム 】

〒141-0031

FAX 044-865-3076

東京都品川区西五反田 8-4-15 ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙ広小路 3 階

東急池上線 大崎広小路駅改札を出て左すぐ 徒歩 0 分

TEL 03-6420-3019

FAX 03-6420-3099

