
1 
 

 
 
      
      
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  
下線訳の練習問題－後半の試験に向けて、基礎学力の再確認をしましょう！－ 

  今回の医学部 NEWS では、下線訳の練習問題を提供させていただきます。言うまでも

なく、和訳力は、下線訳だけではなく、説明問題で確実に得点する上でも、必須の能

力です。試験シーズンも後半ですが、最後まで気を抜かずにがんばりましょう。出典

は Nature Medicine です。原題は『 Children First（ 子供ファースト ） 』、語数は

958 語です。なお、下線訳指定箇所以外でも、気になる箇所は積極的に訳に取り組んで

みて下さい。 
 
 ◇ 問題文 
 

下線部（1）～（6）を和訳しなさい。 
 
   （1）Drugs administered to children with cancer were typically developed under the assumption 

that childhood cancers are similar to their tissue-matched adult counterparts. Focusing on 

identifying and targeting alterations present specifically in childhood tumors will accelerate the 

development of tailored therapies and improve the prognosis of children with cancer. 

 

   Since the passing of the Pediatric Research Equity Act in 2003, the development of a plan for 

treating children using drugs developed for adults has been mandated in the US, but, in fact, 

molecularly targeted cancer agents have been exempt from this requirement. Similarly, the 

European Medicines Agency (EMA) has also required that companies requesting approval for a 

new medicine provide the agency with a pediatric investigation plan (PIP). Companies can 

request a waiver, however, and have done so when they consider their 'adult' cancer drug not to 

be applicable to children. On 3 August in the US, the Research to Accelerate Cures and Equity 

(RACE) for Children Act was passed through the Senate. This act has now been signed by 
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President Trump, and will mandate, without exemption, that companies test molecularly 

targeted cancer drugs in pediatric as well as adult patients if the target is considered to be 

relevant in that childhood cancer. This is a step in the right direction, but the development of 

these drugs could also be pushed harder if coordinated with a drive to further understand the 

mechanisms of childhood cancer. 

 
   （2）Childhood cancer death rates have declined in the US by approximately 20% between 1999 

and 2014, and yet the negative side effects of currently available therapies for young patients 

with these malignancies raises the urgency for developing newer, targeted medicines for them. 

Radiation in pediatric patients with brain tumors is linked to neurocognitive decline and induces 

other tumors later in life, as highlighted in a recent study that was able to pinpoint the 

cancer-causing mutations that resulted in radiation-induced meningiomas (Nat. Commun. 8, 186, 

2017). Chemotherapy can have equally detrimental late effects, including on the brain and 

hearing. Being able to combine chemotherapy with a targeted therapy may enable reductions in 

the dosage of chemotherapy needed for efficacious treatment. 

 

   But there is currently a very 'adult first' approach to developing new therapies for childhood 

cancer. Many of the drugs available for pediatric cancer trials are being repurposed, such as 

panobinostat for diffuse intrinsic pontine glioma (see go.nature.com/2wx18tc). This is because 

childhood cancers have typically been viewed as being similar to their adult-tissue counterparts. 
（3）A more tissue-agnostic, target-centric approach to the development of new therapies would 

make the point that these therapies may be relevant to some pediatric as well as adult cancers. 

EMA regulators and companies are actively discussing the possibility of adopting this type of 

gene-based strategy for the PIP. Encouragingly, in May, the US Food and Drug Administration 

(FDA) approved pembrolizumab for use against both adult and pediatric solid cancers on the 

basis of specific molecular characteristics. 

 

   The flow of information from adult-drug development to pediatric-drug development as above 
must also be complemented by more pediatric-cancer-centric approaches. （4）The development of 

effective new therapies for pediatric cancers also requires that scientists understand the unique 

causes and mechanisms involved in their genesis and spread. Recent genomic characterizations 

of pediatric cancers, however, have identified a paucity of such genetic alterations when 

compared to adult cancers. Fusion proteins have often been identified as singular drivers in 

pediatric cancers, and they seem to work by deregulating gene-regulatory complexes such as 

transcription factors. That tumors in children differ in some way to adult tumors should probably 

not come as a surprise: because the former occur so early in life, they are less likely to form as a 

result of environmental mutagens or accumulations of errors of replication. 

 

   In addition to the unique genetic mechanisms at work in childhood cancers, the cell of origin of 

pediatric cancers seems to provide important clues as to how they originate and develop. In the 

http://go.nature.com/2wx18tc
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US, the two most common types of childhood cancer are leukemias and brain tumors. Thus, it 

seems that the specific cellular context in which the few mutations that are found in these 

cancers operate—notably, the stage of cell development—affect tumorigenesis (Cell 166, 1132–

1146, 2016). One way to target these cancers might, therefore, be by specifically targeting the 

microenvironment that provides signals that regulate developmental processes, and hence, these 

cancers. Importantly, however, one must avoid targeting active processes that are fundamental 

to the development of healthy tissues that continue throughout childhood and puberty; for 

example, therapies targeting neurogenesis could potentially be more toxic than chemotherapy in 
the long term. （5） That this will necessitate extensive follow up after childhood cancer drug 

trials to observe any long-term harmful consequences is also not an unimportant point. How best 

to combine such developmentally targeted therapies with the current standard of care could also 

be a challenge to figure out. 

 

   In the US, the Cancer Moonshoot pediatric working group has recently provided a framework 

for the characterization and development of model systems for childhood cancer, in particular, 

the development of cellular and animal models of the more recently identified gene fusions. 

Furthermore, in August, the NIH Common Fund announced that the Gabriella Miller Kids First 

Pediatric Research Program will work on making a new data resource available that will provide 

a centralized genetic database of pediatric cancers and structural birth defects. These are both 

steps in the right direction, and considering the rarity of many pediatric cancers, such consortia 

that collect longitudinal data of molecular features of tumors, as well as their clinical features, 
will be essential for furthering our understanding of childhood cancer.（6）Making sure that 

childhood cancers, as with adult cancers, are fully characterized and receive the attention that 

they deserve will accelerate the development of much-needed targeted therapies.   

 
 （“Children first”, Nature Medicine, volume 23, page 1005,2017 ） 

 

 ◇ 訳例 
 
   （1）小児がんを発症した子供に投与される薬剤は、一般的には、小児がんは同じ

組織の成人のがんと同様なものであるとの前提のもと開発されてきた 。小児腫瘍に

特異的にみられる変異を特定し、それを標的とすることに焦点が当てられれば、テ

ーラーメイド医療の開発に弾みがつき、小児がん患者の予後も改善されることにな

るだろう。 
 
   2003 年、小児研究公平化法が成立すると、それ以降、大人向けに開発された薬剤

を用いた子供の治療計画の策定がアメリカで義務付けられるようになった。しかし、

実際には、がん分子標的治療薬は、これまでこの義務化の免除対象となっている。

同様に、欧州医薬品庁（ EMA ）も、新しい薬剤の承認を申請する企業に対し、小

児医薬品開発計画書（ PIP ）を同庁に提出することを義務付けている。ただし、
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企業は免除を申請することができる。そして、企業が、自社の「 成人向けの 」が

ん治療薬が子供に適用することはできないと考えた場合、実際にそのような免除の

申請を行ってきた。8 月 3 日、アメリカでは、RACE 法（ the Research to Accelerate 
Cures and Equity for Children Act ）が、上院を通過した。この法律は、すでにト

ランプ大統領も署名している。この法律は、企業に対し、標的が小児がんに関係し

ていると考えられる場合、成人患者だけではなく小児患者においても、がん分子標

的治療薬の試験を行うことを例外なく義務付けている。これは、正しい方策といえ

るものである。しかし、こうした薬剤の開発は、また、小児がんの機序の解明をさ

らに進めたいという動機と上手く連携させて行えば、一層強く推進することができ

る。 
 
   （2）アメリカにおける小児がんの死亡率は、1999 年から 2014 年の間で、およそ

20％減少した。しかし、こうした悪性腫瘍を発症した小児患者に対し、現在用いる

ことができる治療には、マイナスの副作用が伴うことから、小児患者向けの新たな

標的治療薬を緊急に開発する必要がある 。放射線誘発性髄膜腫を引き起こす発がん

性突然変異を特定することができた最近の研究において、脳腫瘍を発症した小児患

者に対する放射線療法については、神経認知機能の低下との関連が認められ、また、

そうした療法は、その後の人生において、別の腫瘍を発生させることが強調された

(Nat. Commun. 8, 186, 2017)。化学療法に関しても、心臓や聴力などに、その後、

同様に有害な影響が発生する恐れがある。化学療法と標的治療を併用することがで

きるようになれば、効果的な治療に必要となる化学療法の投与量を減らすことがで

きるかもしれない。 
 
   しかし、現在のところ、小児がんの新たな治療法の開発に関しては、極めて「 大

人ファースト 」的な方法がとられている。現在、小児がんの試験に用いることので

きる薬の多くは、本来とは別の目的で再利用されているものである。例として、び

まん性組み込みポンティーネ神経膠腫に対するパノビノスタットの使用が挙げられ

る（ nature.com/2wx18tc を参照 ）。小児がんは、これまでに一般的に、同じ組織

の大人のがんと同様なものであると考えられてきたことが、その理由である。（3）
新治療法の開発に関し、がんの由来組織にそれほど縛られず、標的により照準を合

わせたアプローチをとった場合には、こうした治療は成人のがんだけではなく、小

児がんの一部にも関係がある可能性があることが強調されるだろう 。EMA の規制

担当者や企業は、こうした類の遺伝子ベースの戦略を採用することの可能性につい

て、精力的に議論を重ねている。心強いことがある。5 月、アメリカ食品医薬品局

（ FDA ）は、特定の分子的特性に基づいて、成人および子供の両方の固形がんに

対しペンブロリズマブを使用することを承認したのである。 
 
   先に述べたような、成人向けの薬の開発から小児用薬の開発への情報の流れは、

また、小児がんにより照準を絞ったアプローチによって補完をしなければならない。

（4）また、小児がんの効果的な新治療法の開発においても、科学者は、小児がんの

http://go.nature.com/2wx18tc


5 
 

発生および転移に関係する独特な原因や機序の解明を行うことが求められる 。しか

し、最近行われた小児がんのゲノム解析によって、成人のがんと比べた場合、そう

した遺伝子変異が少ないことが明らかになった。これまで、融合タンパク質が、し

ばしば、小児がんにおける単一のドライバーであると同定されてきた。融合タンパ

ク質は、転写因子といったような遺伝子制御複合体の制御を解除することにより作

用すると考えられている。子供の腫瘍は、ある点において成人の腫瘍と異なること

は、おそらく驚くべきことではないだろう。それは、子供の腫瘍は、人生の極めて

早い段階で発生するため、そうした腫瘍は、環境変異原の結果、もしくは、複製エ

ラーの蓄積の結果、形成される可能性は乏しいからである。 
 
   小児がんには独自の遺伝メカニズムが働いていることに加え、小児がんの起始細

胞は、小児がんが発生および成長する機序に関し、重要な手がかりを与えてくれる

ように思われる。アメリカでは、最も一般的な小児がんは、白血病と脳腫瘍の二つ

である。したがって、こうしたがんにおいて見られる少数の突然変異が生じる特異

的な細胞状況が、とりわけ、細胞発生の段階が、腫瘍形成に影響を及ぼしていると

思われる（ Cell 166, 1132–1146, 2016 ）。それゆえ、こうしたがんを標的にする

方法の一つは、発生過程を制御し、それにより、こうしたがんを制御するシグナル

を出す微小環境を特異的に標的にすることかもしれない。しかし、重要なことは、

子供の時期および思春期を通じて継続的に機能する健全な組織の発達に重要となる

活動的過程を標的にすることは避けなければいけない。例えば、神経新生を標的に

した治療は、長期的に見れば、化学療法より有害となる可能性がある。（5）このた

め、長期におよぶ有害な影響の有無を確認すべく、子供の時期にがん治療薬の治験

に参加した後に広範囲な経過観察が必要となるが、こうしたことも、やはり重要な

点となる 。そうした発生段階を標的にした治療と現行の標準治療を併用する最善の

方法は、また、解決を図るべき課題の一つかもしれない。 
 
   アメリカでは、Cancer Moonshoot 計画（ オバマ政権下のアメリカのがん撲滅プ

ロジェクト ）に参加する小児医療のワーキングチームは、先ごろ、小児がんのモデ

ル系の特性評価および開発の枠組みを、とりわけ、最近特定された遺伝子融合の細

胞モデルおよび動物モデルの開発の枠組みを提供した。さらに、8 月、NIH 共通資

金 は、the Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Program が、次に述べ

るような新たなデータ源が利用できるよう、今後取り組みを進めると発表した。そ

れは、小児がんおよび出生時の構造的欠陥に関する遺伝の集中データベースを提供

してくれるようなデータ源である。以上のことは、いずれも正しい方策と言えるも

のである。そして、多くの小児がんが希少であることを考慮すれば、腫瘍の臨床的

特徴だけではなく、分子的特性の長期データを収集する、そうした共同事業体は、

小児がんの我々の理解を深める上で重要なものとなるだろう。（6）成人のがんの場

合と同様に、小児がんについても、特性解析を完全に行い、そして、然るべき関心

を集めることができれば、待ち望まれる標的治療の開発にも弾みがつくだろう 。 
                                 （ 白川 泰成 ） 
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鹿児島大学 平成 30 年試験問題から 

 

平成 30 年に実施された鹿児島大学医学部学士編入試験の膜電位に関する問題をみてみよ

う。 
 
【問題】 
以下の文を読み、各問題に答えなさい。 
 
 膜が Na+と K+の 2 種類のイオンを透過する場合の並列等価回路（図 1）を考える。膜電

位を 、膜容量を とすると、Na+コンダクタンス（ ）、Na+の平衡電位（ ）、K+

コンダクタンス（ ）、K+の平衡電位（ ）を用いて、N 電流 、K 電流 はそれ =

（①）、 =（②）と表せる。膜が静止状態であるとき膜電位 は変化せず、膜を横切る電

流の総和は 0 となるため、 は =（③）という式で表される。それぞれのイオンの平衡

電位が = +55 mV、 = -75 mV、Na と K のコンダクタンスの比が 3: 23 であるとする

と、 は（④）mV となる。 

更に並列等価回路を単純化し、膜の総コンダクタンスを 、膜が定常状態であるときに電

位を とする（図 2）。今、膜の総コンダクタンスが変化しない状態で細胞膜に電流 が流

れた時の膜電位変化を考える。 は容量性成分と抵抗性成分の和となるため、 = （⑤）

＋（⑥)）と表される。電位変化 、膜抵抗 とすると、 は と

を用いて =（⑦）と表される。今、一定の電流 が流れているときの膜電位変動を求め

たい。時間 の時 とすると、 についてこの微分方程式を解くことができる。

ここで を とすると、 は時定数と呼ばれる数値であり、e = 2.72 とすると電位変

化が定常値の（⑧）％に達するまでの時間になっている。 
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問題 1. ①～⑧にあてはまる数式、数値を記しなさい。 
問題 2. 下線部について、微分方程式を解きなさい。導出過程も記すこと。 
 
【解答例】 
問１ 

①   ②   ③  

④ -60   ⑤   ⑥  

⑦   ⑧ 63.2 

 
問２ 

（一定）なら⑦は、 

  

   

とできる。 

ここで、 は定数なので、 
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となり、 

  

と表せ、これを解くと、k を定数として、 

   

となる。初期条件、

で

を用いて、 

  

  
これを用いて、 

  

  

の解を得る。 
 
 
 
【解説】 
図１において、電位差の関係式 

   ・・・（ア） 

   ・・・（イ） 

が成り立つ。コンダクタンスは電流の流れやすさを表し、抵抗の逆数である。 
（ア）より、 

   ・・・① 

（イ）より、 

   ・・・② 
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となる。電流の総和が 0 なので、 

   ・・・（ウ）
 

に①、②を用いて、 

  

  ・・・③ 

これに、 = +55 mV、 = -75 mV、 を用いて、 

  ・・・④ 

を得る。 
  
図２で、抵抗を流れる電流（抵抗性成分）を I とすると、 

 
 

より、 

    ・・・（エ） 

また、コンデンサーに蓄えられた電気量 Q は、 

 
   

なので、電流の容量性成分は、 

    ・・・（オ） 

となり、細胞膜に流れる電流は、（エ）、（オ）より、 

  ・・・⑤、⑥ 

となる。 

より、 
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これらと を用いて、 

 
   ・・・⑦ 

となる。 

 

微分方程式の解、 

  

で、 とすると、 

  ・・・（カ） 

で、 とすると、 

  

であり、電位変化の定常値は（カ）で とした、 

  
なので、 

  

 

（堀川 亮） 

事務局より 

 

≪２０１８年度実施試験対応≫ 

 

【対策別講座のご案内】 
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■□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】 

（（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。 

 

 

【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。 

 

 

★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」 

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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「第２回完成シリーズ 実力テスト 英語／生命科学 解説講義」 

「第３回公開模試 生命科学／英語／物理・化学 解説講義」 

「第２回実戦シリーズ 実力テスト 英語／生命科学 解説講義」 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

「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 

 

「基礎 生命科学 復習テスト③#17～#25」 80 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 

 

「基礎力判定テスト」 

生命科学 60 分 

＜新宿本校＞10/20（土）11:45 

＜名駅校＞ 10/27（土）11:30 

＜新大阪校＞10/21（日）11:30 

＜ＷＥＢ通信＞10/2（火）発送予定 

英語 60 分  

＜新宿本校＞10/20（土）10:30 

＜名駅校＞ 10/27（土）10:15 

＜新大阪校＞10/21（日）10:15 

＜ＷＥＢ通信＞10/2（火）発送予定 

物理 60 分 

＜新宿本校＞10/21（日）15:15 

＜名駅校＞ 10/13（土）配布開始 

＜新大阪校＞10/21（日）13:30 

＜ＷＥＢ通信＞10/2（火）発送予定 

化学 60 分 

＜新宿本校＞10/21（日）14:00 

＜名駅校＞ 10/13（土）配布開始 

＜新大阪校＞10/21（日）14:45 

＜ＷＥＢ通信＞10/2（火）発送予定 
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【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】https://school.kals.jp/student-shn/blog/27196  

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/27202 

【新大阪校】https://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。 

 

https://school.kals.jp/student-shn/blog/27196
https://school.kals.jp/student-mk/blog/27202
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

