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私の事務所では、夏休みや春休みに大学生の
インターンシップ生を受け入れています。イ
ンターンシップとは学生が企業や団体で仕事
を通して就業経験を積むことです。この春休
みも１年生が参加し、議員会館での役所との
打ち合わせに同席したり、委員会の傍聴や地
元でのレポート配布など多岐にわたる活動を
行いました。入学してから１年間、大学に行
くことなく、オンライン授業のみだったそう
です。初めての社会経験を通して逞しくなっ
ています。

こ の １ 年 間、政 府 分 科 会 尾 身 茂 会 長 と は、
その都度、感染の認識と対策について議論を
深めてきました。先生には、政治が責任を取
りますので、専門家としての忌憚ない発言を
お願いしています。
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います。厚生労働省も一所懸命に努

国で開発した国は、米国、英国、中国、

力しているのですが、既存の枠組み

ロシアです。自国の安全保障のため

の中での対応なので柔軟に対処でき

府県は、まず、県全体の基準病床数から今回新

に、他国に依存することを明らかに

ていないと思われます。

型感染症病床として協力頂いた数を引いて病院

②は、次の基準病床数の見直しでは、都道府県
毎の病床は従来通りの算定式で算出する。都道

毎の病床を算定する。その後、今回確保頂いた

回避したのでした。その上、外交上
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