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点鐘・ソング 

省略 

来客・来訪会員紹介 

相生 RC 桑原伸幸会員 

歓迎歌 

省略 

お祝い 

なし 

出席報告 

会員数 出席者数 MU数 免除 欠席者数 出席率(%) 前々回修正出席率(%) 

25 20 0 5 0 100 100 

 欠席会員：なし 

 

会長の時間 

最初にグループフェスタに関するお知らせがございます。地区補助金奉仕プロジェクトとして、「命

の授業」と題して、高校生の倫理観・人生観形成のための講演会を、11 月 5 日木曜日の 14 時～16

時に龍野高校にて開催を予定していました。龍野 RC が申請をし、相生 RC、赤穂 RC、上郡佐用 RC

が共同提唱という形で、何かしらの応援要請があるとお知らせしておりました件ですが、やはり生徒

たちだけの開催となり、伊藤ガバナー補佐と写真担当だけが参加されるそうです。また、11月 28日

の IMは延期ということですが、中止になる可能性が高いと聞いております。 

さて、本日は医療事故について改めて感じたことがあり、個人情報の関係上、端折ってお話しする

ため伝わりにくいとは思いますがお聞きください。 

最近、ある診療科で医療事故が起きてしまいました。現場からは、医療安全管理に関わる責任者へ
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連絡がいきます。現場に駆け付けると、必ずと言っていいほど、いつも決まって誰が対応するかで尻

込みしています。私が行くからと言って連れていきますが、不安の中にいる患者、家族、また、医師

や看護師の中で躊躇している間はないのです。 

患者と家族を別室に案内して事情を聞く事になりますが、不安、不審、怒りといった感情の中で冷

静でいられる人はいません。当事者であるスタッフを呼んで事情を聞きますが、どのような受け答え

をするか、慣れたスタッフはほとんどいません。むしろ、自分では気が付いていなのでしょうが、相

手の怒りの感情を増幅してしまうケースもあります。そんな状況の中で話の流れを誘導していくこと

は大変神経を使います。 

初動が全てを決めてしまうと言っても過言ではなく、医療事故調査委員会による検証、今後の対応、

再発防止策をまとめ、経営陣による患者家族へのお詫び、大学医局との連絡、行政との連絡と、全て

並行して進めていきます。 

過去の傷害事件や医療訴訟問題に直面した経験から、当たり前のことですが、私が大事にしている

ことは、正直に、誠実に、そして自分の家族に重ねることです。そうすれば自ずと対応は決まります。

合わせて大事なことは、個人の責任にしないということです。どんなことがあっても、一体感をもっ

て病院全体で支えるということを伝え、安心して下さいと伝えます。 

私は常に真ん中にいて、あらゆる人との連絡調整を行う立場です。信頼関係を築くことが絶対必要

です。しかし、その信頼関係を築くためには、自分の置かれた立場を超えて、自分が正しいと信じる

ことに従う覚悟がないと無理です。患者や家族の気持ちを考えれば、もちろん比較になりませんが、

それでもかなり追い込まれて苦しいと感じることもあります。気が付いたらそのことで頭の中が支配

され、何も手につかなくなる時もあります。 

そんな中でも、もう一度信頼して頂き、「後のことはこちらの病院でお任せします。」と言ってくだ

さった時、心が通じたといううれしさと、大きな不安から解放されたことの安堵感から自然に涙が出

てしまうこともあります。ひとつの失敗に真摯に向き合い、そこから今まで以上の信頼を築くことが

何よりも大事なんだ、これが私の役目なんだと改めて感じる瞬間でもあります。 

それでも患者、家族が本当の安心を得るためには、数か月を待たないといけません。今は何もない

ことだけを、ただただ祈るのみです。 

 

幹事報告 

○ガバナー事務所より下記の書類が届いています。 

1. 会員維持増強セミナーの案内 

2020年 12月 6日（日）  神戸ポートピアホテル 

2. 公式訪問礼状 

3. 社会奉仕セミナーの案内 

2020年 12月 6日（日）  神戸ポートピアホテル 

4. Covid-19に対するクラブ奉仕プロジェクトについてのアンケート依頼 

 

各委員会報告 

社会奉仕委員会 

昨日の献血受付にご協力いただいた皆さん有難うございました。 

受付人数は 47名、献血人数は 45名でした。 
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ロータリー財団委員会 

本日はミリオンダラーミールですので、募金箱にご協力宜しくお願いします。 

プログラム委員会 

11月のプログラム 

11月 06日  ロータリー財団委員会  半田委員長 

11月 13日  会員スピーチ  大澤会員 

11月 20日  会員スピーチ  朝来会員 

11月 27日  休 会 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

 ≪会員スピーチ≫  「労働関係の最近の法改正について」   田村会員 

皆さまこんにちは。新型コロナウィルスの関係で、セミナーとか、講演会というのがなくなり、こ

うやって前で話をするのがずいぶん久しぶりのような気がします。どうぞよろしくお願いいたします。 

お手元に事務局の方から資料を配っていただいていると思います。「働き方改革」に伴い、いろん

な法改正が行われており、すでに施行されているものもあれば、これから施行されるものもあり、そ

れを資料にまとめてみました。この中で、重要と思われることについて説明をさせていただきます。 

 ①「高年齢者の就業機会の確保と就業の促進」 

現在は、希望者全員を 65 歳まで雇用するということが義務付けられていますが、来年の 4 月から

は、この 65歳が 70歳まで引き上げられます。ただし、まだ義務ではなく、努力義務となっていま

す。具体的には、定年を引き上げる、定年を廃止するといった高年齢者雇用確保措置となっていま

すが、新たに、業務委託での起業に関する制度を導入するといった制度も対象になっています。 

また、これに伴い、在職老齢年金制度の支給停止基準額の引上げも行われる予定になっています。

現在、60 歳から 64 歳の人は、毎月の給料と年金額の合計が 28 万円を超えると、年金額が減らさ

れることになっていますが、この 28万円が 47万円に引き上げられることになります。つまり、年

金が減るという理由で仕事を抑えている人がいるという現状を変え、より多くの高齢者に働いても

らいたいということです。 

 ②「副業の推進」 

A社、B社で副業をしている人が、一方の会社で労災事故に遭い、休業することになった場合、休

業補償の額を算定する場合に、A社、B社の賃金を合わせて算出することになりました。A社でケ

ガをしたとしても、その人は A社だけでなく、B社での仕事もできなくなるので、休業補償の額は

両方の給料を合わせて計算しようということです。 

 ③「年金制度の安定、充実化」 

まず一つが、短時間労働者に社会保険を適用するのを大企業から中小企業へと拡大していくという

ことです。2024 年 10 月には、50 人超の会社に拡大することになります。皆様の会社でも対象に

なってくるかもしれませんので気を付けてください。 

次は、現在は雇用契約期間が 2カ月以内の場合は、最初は社会保険の加入対象となっておらず、そ

の人が 3カ月以上雇用されるようになった時点で加入させないといけないということになっていま
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すが、これが、最初の時点で雇用契約の更新の見込みがある場合は、最初から加入させないといけ

ないことになります。 

最後は、老齢年金の受給開始年齢を 75歳まで繰り下げることが可能になります。75歳まで繰り下

げたら、年金額は 84%の増額になるそうです。個人の判断ですが、そこまで元気に現役で生きてい

けるかどうかなんて、誰にも全く分からないことです。本来なら 65歳からもらえるものを 10年繰

り下げるわけですので、よく考えてご判断ください。 

 ④「月 60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が 50%に」 

中小企業については現在猶予されていますが、令和 5 年 4 月からは月 60 時間を超える時間外労働

に係る割増賃金率は 50%になります。それ以前に、時間外労働の上限の法定化はもう始まっていま

すので、残業は月 45 時間以内に収まるような体制をつくっていくことに今から取り組んでいただ

けたらと思います。 

そのほか、パワハラについて、新型コロナウィルス感染症に関することが Q&Aで出されたり、「同一

労働・同一賃金」についての最高裁の判決が出されたりと、気になる動きがあります。お手元の資料

を読んでいただき、トラブルが起きないように取り組んでいただけたらと思います。また、ご不明な

点がありました、聞いていただければ、わかる範囲でお答えさせていただきます。 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

相生 RC桑原様・・・相生 RCの桑原です。本日はお世話になります。 

寺本会長・・・相生 RC桑原様をお迎えして。本日は宜しくお願い致します。 

先日の献血受付に参加いただいた皆さんお疲れ様でした。 

江見幹事・・・相生 RC桑原様をお迎えして。 

田村会員・・・スピーチの準備ができていませんが宜しくお願いします。桑原様お久し振りです。 

村山会員・・・例会に寄せて。 

柳原会員・・・田村さんのスピーチ楽しみにしています。勉強になります。 

半田会員・・・桑原会員をお迎えして。ミリオンダラーミールご寄付宜しくお願いします。 

辻 会員・・・相生 RC桑原様をお迎えして。 

小林会員・・・例会に寄せて。 

塚崎会員・・・昨日献血当番にご協力いただいた会員の皆さんご苦労様でした。 

小谷会員・・・やっと涼しくなりました。今年は静かな秋祭りでした。 

山本会員・・・相生 RC桑原様をお迎えして。 

朝来会員・・・献血お疲れ様でした。 

池田会員・・・お客様をお迎えして。田村さん、スピーチ楽しみにしています。 

箸蔵会員・・・早くも紅葉が進んできました。寒暖の差がありますね。 

大岩会員・・・相生 RC桑原様をお迎えして。 

三浦会員・・・先日の献血当番ご苦労様でした。 

大澤会員・・・相生 RC桑原様をお迎えして。 

 

ニコニコ箱     １０，０００円 

親 睦 箱     １１，０００円 

合   計     ２１，０００円 


