
1 
 

 
 
      
      
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  
東海大学 英語長文問題より 
 今年の東海大学の英語の長文問題から文法的に重要な箇所を抜粋して指摘しておく。 

 
Just by walking around Carol’s home, I gained insight into her health, despite my limited clinical 

knowledge. As I left on the first day, I wondered how much more I would have learned from Carol 
( ① ) I stopped worrying about asking the “right” questions about her history. So on my next visit, 
I left my white coat in the car and let Carol take the lead. She showed me photos of her 
grandchildren, and we discovered our shared love of Chopin. But when I asked about her plans for 
the future, to my surprise, Carol said she knew she’d long outlived her prognosis. “I do my own 
studying online, too, you know,” she said. I looked around the room crowded with books and 
photographs and the piano she could no longer play, and I wondered what it must be like to sit in 
the stillness, making peace with the end that awaits us all.(NEJM より) 
〔和訳〕まだ限定的な臨床的知識しかなかったが、キャロルの家の周りを歩いただけで、彼女の健康に

ついて理解できた。初日に彼女の家を去る時に、彼女の病歴についてまっすぐな質問することについて

不安に思うことをやめていれば、彼女から学べたことがどれくらい増えていただろうかと思った。だか

ら、次の面談では、私は白衣を車の中に置きっぱなしにして、キャロルに、主導権をとらせた。彼女は

私に孫の写真を見せてくれた。私たちはともにショパンが好きなことが分かった。しかし、私が、彼女

の将来設計について尋ねた時、驚いたことに、キャロルは、診断による予想よりもだいぶ長く生きるだ

ろうと言った。「ご存知の通り、私は、インターネットを使って自分で勉強をしている。」と彼女は言っ

た。部屋を見渡してみると、本や写真がいっぱいあった。もはや弾けないピアノもあった。私は、私た

ちすべてを待ち受ける終焉と仲良くやりながら、静けさの中で座っているということは、きっとこうい

う感じになるのかなと感じていた。 
 
設問 
(1) Complete the blank ( ① ) with the most suitable word for the context. 
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ア.but  イ.were  ウ.if  エ.had 
 
〔解答〕エ 
〔コメント〕この問題では、仮定法における有名な論点が出題されている。それは、「倒置による if の

省略」である。if 節内を疑問文の語順に変えると、if を省略できるという現象である。本問では、別に、

「if I had stopped worrying about asking the “right” questions about her history.」と書いても良いが、

ここでは if 節内を疑問文の語順にして if を省略している。よって、「had I stopped worrying about 
asking the “right” questions about her history.」という形になる。英語をよく勉強している人は対応で

きるが、あまり勉強していない人は対応できないという傾向があるので、この形は試験でよく出て来る。

旭川医科大学では、一般入試でも出ているし、学士試験では、2 年連続で出題されたこともある。十分

注意して欲しい。以下では、理解を深めるために、この構文を含む例文をいくつか検討してみることに

する。 
 
例文 1：The major potential carrier of malaria in the region was the mosquito Anopheles aquasalis, 
but since subsistence farming had created few suitable water collections for breeding, mosquitoes 
were present in only modest numbers. The wet rice fields, however, provided an ideal larval habitat 
and the vector population increased rapidly. Even so, all would have been well had there been no 
alteration in the livestock, since the genetically programmed behavior of A aquasalis directs it to 
prefer blood meals from domestic animals rather than from humans. With the disappearance of the 
normal food supply, however, the hungry mosquitoes turned their attention to people. Intense 
mosquito-human contact now enhanced malaria transmission. And so the combination of rice and 
tractors contrived to bring malaria in epidemic proportions to the people of the Demerara River 
estuary.(富山の過去問より) 
〔コメント〕下線部を見てください。「had there been no alteration --- 」は、仮定法の倒置による if
の省略です。「if there had been no alteration ---」が本来の語順です。 
〔和訳〕この地域で、マラリアを媒介する可能性がある主たる生物は、ハマダラカだった。しかし、自
給自足農業が行われていたときには、繁殖に適した水溜りがほとんどできなかったので、蚊の生息数は、
ほんのわずかであった。しかし、田んぼには水があり、幼虫にとっての理想的な生息場所となった。そ
して、蚊の生息数も急速に増えた。たとえそうであっても、家畜(の飼育状況)に変化が生じていなかっ
たのであれば、すべてがうまく行っていただろう。というのは、ハマダラカの行動は遺伝的にプログラ
ムされており、人間よりもむしろ家畜の血を好むように仕向けられているからだ。しかし、いつも、血
を供給してくれていた家畜が消えてしまったので、お腹をすかせた蚊は、人間に注意を向けるようにな
った。蚊と人間の接触が激化し、マラリアの感染率が高まった。それから、お米とトラクターのせいで、
見事に、マラリアは、伝染病といえるほどの規模で、デメララ川の河口の人々に、広まった。 
 
例文 2：医学部の指導教官が、自分の医学生に実技の練習をさせたいがために、医学生を医師だと偽っ

て患者に紹介する事例について論じた文の一部 
One way for the medical student to preserve or maximize trust is to excuse herself from the room 

and ask the attending physician to step out with her. Privately the student may begin by thanking 
the attending for helping to create learning opportunities for her and express her desire to learn 
new procedures. This helps demonstrate from the start that the student values this relationship, is 
eager to learn, and respects and appreciates the attending physician. The student should then 
express her concern that, should the patient later learn, say by noting it on the student’s name 
badge, that the “doctor” is really a student, the patient may lose trust in them. This allies the 
student and the attending physician over a shared concern in securing the trust of the patient. Not 
passing judgment on the attending physician’s actions maximizes the likelihood that the attending 
physician will respond positively and minimizes the risk to the student. It sets the stage for a 
discussion in which the student and attending physician can negotiate how to approach future 
patients and ethically learn new procedures. Although the medical student may lose out on the 
opportunity to perform a spinal tap on this particular patient, she may lessen the moral burden all 
medical students carry as they attempt to learn new procedures on unsuspecting patients. (旭川の
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過去問より) 
〔コメント〕この下線部は慣れていないとかなり難しい。「if S should do --- = 万一---するなら」とい

う仮定法があるが、この仮定法に「倒置による if の省略」が適用されている場面である。このパターン

も結構たくさん出て来る。「say by noting it on the student’s name badge,」は挿入語句なので、いった

ん消し飛ばしておきましょう。そうすると、「should the patient later learn that the “doctor” is really 
a student」という形が残る。これは、「if the patient should later learn that the “doctor” is really a 
student」と同じ意味であるということに気付いてほしい。ここでは、concern の後に、同格の that が
来ており、その that 節内で、倒置による if の省略を使った文が出てきており、さらには、「say by noting 
---」という挿入語句まで入ってきているので、かなり複雑になっている。 
〔和訳〕学生が信頼を維持し、最大限に高めるための 1 つの手段は、部屋から退出し、そして、教官に
も一緒に外に出てもらうように頼むことです。学生は、個人的に、まず、学びの機会を設けてくれたこ
とに対する感謝の意を教官にのべ、そして、新しい処置について学びたいという意思を表明すればよい。
これは、学生が教官とのこの関係を大切にしているということや、学びの意欲があるということや、教
官を尊敬し、高く評価をしているということを、最初から、示すのに役立つのだ。学生は、それから、
次のような懸念があることを表明すべきだ。それは、例えば、学生である自分の名札が原因で、その患
者があとで、本当は学生だったということを万一知ったならば、患者の自分たちへの信頼が損なわれる
という懸念である。患者からの信頼を確保するというのは共通の関心事項であり、それが学生と医師の
協力関係を築くのだ。教官の行動を批判しないでおくことで、教官が学生に肯定的な反応をし、学生に
及ぶリスクが最小限になるという可能性が最大限に高まる。批判しないことが、議論の場を生み出す。
そして、そこで、学生と教官は、今後の患者への接し方や、新しい処置を学ぶための倫理的な方法につ
いて、話し合うことができるのだ。医学生は、腰椎穿刺を特定の患者に実施する機会を逸するかもしれ
ない。しかし、何の疑いも抱いていない患者を土台にして新しい処置を学ぼうとする時に医学生が抱え
ることになる精神的な負担は軽減することができる。 
 
例文 3：マラリアの撲滅に関する英文の一部 

Unless well-thought out and executed, an eradication campaign could divert scarce resources, 
disrupt other important initiatives, and, should it flounder, undermine support for global health 
initiatives in general.(Lancet より) 
〔コメント〕例文 2 と同じパターンである。 
〔和訳〕撲滅運動は、よく考え抜いたうえで実行されない限り、乏しい資源を流出させたり、他の重要

な戦略の妨げにもなりうる。そして、万一、その運動が手詰まりになれば、国際保健戦略全般に対する

支援にも害が及びうる。 
 
★補足 

例文 1～例文 3 では、仮定法過去が出てきていない。もちろん、仮定法過去の時にも倒置による if の
省略という現象は出て来る。 
⇒ If there were no water on the earth, no living thing could exist. 

= Were there no water on the earth, no living thing could exist. (地球に水がまったくなければ、い

かなる生物も存在不可能だろう。) 
⇒ では、次の仮定法過去の文に、倒置による if の省略を適用できるかどうか考えてみて欲しい。 

If I had time, I could read many books.  
 
⇒if 節の中の英文を疑問文の語順にすれば、if を省略できるということなので、それを素直に適用する

と、次のようになる。 
 
         Did I have time, I could read many books. 
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これは理屈の上では正しいが、この形は時代遅れとされており、現在では、こういう形はほぼ出てこ

ない。つまり、仮定法過去では、if 節内が be 動詞の文になっている時しか、倒置による if の省略とい

う現象は出てこないとだいたい覚えておけば良い。if 節内が一般動詞の場合には、今ではこの現象はほ

ぼ見られない。 
 
⇒ちなみに、次の英文は、1862 年の Lancet の英文(整形外科の手術の時に使う、副木的な装置に関す

る英文)である。これだけ古いと、さすがに出て来る。 
①Did space allow, and ②were this a proper place, numerous cases might be cited to show the effect 
of these supports, which, we are assured, are as advantageous in their curative influence as the 
heavy apparatus too frequently employed. 
〔コメント〕 
① 今では、あまり見られない形である。普通に書けば、「If space allowed」となる。 
② こちらの倒置は、be 動詞が出てきているので、今でもよく見られる現象である。もちろん、普通に

書けば、「if this were a proper place」となる。 
〔和訳〕紙面が許せば、そして、ここが適切な場であるなら、これらの supports(上述した副木的装置

のこと)の効果を示すために、多くの事例を引用しても良いかもしれない。これらの supports は、治癒

力という点に関しては、あまりにも頻繁に使われているその重い装置と同じくらい有益であると私たち

は確信している。 
 

英語講師 土田治 
 

  

事務局より 
 

≪２０１８年度実施試験対応≫ 

 

【対策別講座のご案内】 

■□プレミアム講座 お申込受付中■□ 

大阪大学対策／滋賀医科大学対策／山口大学対策／島根大学 物理・化学対策／ 

生命科学過去問分析（旭川医科大学・名古屋大学・鳥取大学・島根大学・香川大学・ 

愛媛大学・大分大学・鹿児島大学）／英語長文時事問題対策／英語形式別予想問題演習／ 

文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策／「組織学」入門講座 

 

▼詳細・お申込はこちら▼ 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301?_ga=2.140716086.524933577.1517904326-346305739.14

26300255&_ttr=d128f3c18e09eb1399c1bc92766b34c01518133600108 

 

■□トップレベル生命科学テストゼミ お申込受付中■□ 

【https://kals.secure.force.com/correspondence/medical-trn/?option=1&k=std】 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301?_ga=2.140716086.524933577.1517904326-346305739.1426300255&_ttr=d128f3c18e09eb1399c1bc92766b34c01518133600108
http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301?_ga=2.140716086.524933577.1517904326-346305739.1426300255&_ttr=d128f3c18e09eb1399c1bc92766b34c01518133600108
https://kals.secure.force.com/correspondence/medical-trn/?option=1&k=std
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（（講座の選択））医学部学士編入＞2018年度試験対応＞新宿本校または通信 

お申込み対象者 ：2018 年実施試験対応講座受講生で、完成シリーズ「生命科学」と実戦シリーズ「生命

科学」両方の受講履歴がある方（受講中または申込済で受講予定の方含む） 

 

 

■□実戦生命科学 ワークブック 重要テーマ解説講義 お申込受付中■□ 

 

実戦シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを 

中心に解説講義をいたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

 

 詳細・申込方法はマイルームにてご確認ください。 

 

 

【テストのお知らせ】 

 

【チュートリアルのご案内】 詳細は校舎掲示板またはマイルームにてご確認ください。 

 

■□第 2 回実戦実力テスト 生命科学 解説講義 90 分■□ 

＜新宿本校＞終了しました 

＜名駅校＞ 視聴可能 

＜新大阪校＞6/17（日）15:00～16:30 

＜ＷＥＢ通信＞6/21（木）～配信予定 

 

■□第 2 回実戦実力テスト 英語 解説講義 90 分■□ 

＜新宿本校＞終了しました 

＜名駅校＞ 視聴可能 

＜新大阪校＞6/17（日）13:00～14:30 

＜ＷＥＢ通信＞6/21（木）～配信予定 

 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「受験校の選択 （90 分）」 

「指数・対数の計算問題攻略 (120 分)」 ※昨年収録したものになります。 

「文系のためのミニマム電気学 （120 分）」 ※昨年収録したものになります。 

「基礎力判定テスト 解説講義 （英語 90 分、物理／化学 各 60 分）」 ※生命科学の解説講義はありません。 

「完成生命科学（秋）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「完成生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「第１回完成実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90 分）」 

「出願書類の書き方 （90 分）」 

「医学英語 長文読解対策 （120 分）」 

「英語得点アップ戦略 （90 分）」 

「実戦生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「実戦生命科学（春）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「第１回実戦実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90 分）」 

「生命科学 過去問解説 第１回 東京医科歯科大学 自然科学総合（90 分）」 

「生命科学 過去問解説 第２回 秋田大学 生命科学（90 分）」 

「第１回公開模試 生命科学／英語／物理・化学 解説講義」 

「第２回完成シリーズ 実力テスト 英語／生命科学 解説講義」 
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「第３回公開模試 生命科学／英語／物理・化学 解説講義」 

 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

「基礎 生命科学 復習テスト①#1～#10」 60 分 

＜新宿本校＞6/17（日）11:45～ 

＜名駅校＞ 6/16（土）配布開始 

＜新大阪校＞6/16（土）配布開始 

＜ＷＥＢ通信＞6/26（火）配信予定 

 

「基礎 医学英文法Ⅰ 復習テスト」 60 分 

＜新宿本校＞6/17（日）10:30～ 

＜名駅校＞ 6/16（土）配布開始- 

＜新大阪校＞6/16（土）配布開始 

＜ＷＥＢ通信＞6/26（火）配信予定 

 

「基礎 スタンダード物理Ⅰ 復習テスト」 60 分 

＜新宿本校＞7/7（土）11:00～ 

＜名駅校＞7/7（土）配布開始 

＜新大阪校＞7/7（土）配布開始 

＜ＷＥＢ通信＞7/18（水）配信予定 

 

「基礎 スタンダード化学Ⅰ 復習テスト」60 分 

＜新宿本校＞7/２１（土）11:00～ 

＜名駅校＞7/21（土）配布開始 

＜新大阪校＞7/21（土）配布開始 

 ＜ＷＥＢ通信＞7/31（火）配信予定 

 

「基礎 生命科学 復習テスト②#11～#16」 60 分 

＜新宿本校＞7/28（土）11:00～ 

＜名駅校＞ 7/28（土）配布開始 

＜新大阪校＞7/28（土）配布開始 

＜ＷＥＢ通信＞8/7（火）配信予定 

 

「基礎 医学英文法Ⅱ 復習テスト」 60 分 

＜新宿本校＞9/1（土）11:00～ 

＜名駅校＞ 9/1（土）配布開始- 

＜新大阪校＞9/8（土）配布開始 

＜ＷＥＢ通信＞9/11（火）配信予定 

 

「基礎 スタンダード物理Ⅱ 復習テスト」 60 分 

＜新宿本校＞9/22（土）11:00～ 

＜名駅校＞9/22（土）配布開始 

＜新大阪校＞9/22（土）配布開始 

＜ＷＥＢ通信＞10/3（水）配信予定 

 

「基礎 スタンダード化学Ⅱ 復習テスト」60 分 

＜新宿本校＞10/7（日）15:15～ 

＜名駅校＞10/6（土）配布開始 

＜新大阪校＞10/6（土）配布開始 

 ＜ＷＥＢ通信＞10/17（水）配信予定 
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「基礎 生命科学 復習テスト③#17～#25」 60 分 

＜新宿本校＞10/7（日）14:00～ 

＜名駅校＞ 10/6（土）配布開始 

＜新大阪校＞10/6（土）配布開始 

＜ＷＥＢ通信＞10/17（水）配信予定 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

■□ 個別カウンセリング □■ 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25 日頃、決定分より順次予約受付開始となります。 

 

【新宿本校】 http://school.kals.jp/student-shn/blog/26612   

【名駅校】http://school.kals.jp/student-mk/blog/26584   

【新大阪校】http://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns   

 

◎WEB カウンセリングについては以下よりご確認ください。 

http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が 

 必要です。 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

http://school.kals.jp/student-shn/blog/26612
http://school.kals.jp/student-mk/blog/26584
http://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

