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 NEJM「Don’t Ruin My Life－Aging and Driving in the 21st Century」 
2019 年 2 月 21 日号より 

 

 今回は、NEJM の 2019 年 2 月 21 日号の「Don’t Ruin My Life－Aging and Driving in the 21st 
Century」という記事に出て来る英文をいくつか紹介しておきたい。高齢者の運転免許についての記事

です。現在の日本のマスコミの報道とは違い、高齢者から運転免許を奪うことは、彼らの人格や生活に

重大な影響を及ぼす行為であり、格別な配慮が必要だということが述べられている。この記事では、自

分が診ている高齢の患者さんから、自分の診断等のせいで、免許を奪うことになってしまった医師が登

場する。この医師は、自分は医学的には正しいことをしたと思っていたが、高齢者にとって運転免許が

どれだけ重要なものかを医師として正しく評価できていなかったことを後悔している。 
 
1 For each of these old people, a car represented normality and the full agency of adulthood. 
〔和訳〕これらの高齢者のそれぞれにとって、車は、普通の存在であり、大人として生活していくとい

う目的を完全に達成してくれる手段でもあった。 
〔コメント〕高齢者にとって車の運転は欠かせないものになっている場合があるということをこの文は

指摘している。よって、高齢者から免許を奪ってしまうことは、非常に重大な行為になりうることを医

師ならびに一般の人々はもっと強く認識しなくてはいけないということを訴えていると言える。なお、

represent は、ほとんど be 動詞だと思って訳せば良い時が多い。 
〔語句〕agency =  a means by which something is accomplished or some end achieved 
 
2 Culturally, although we have well-known supports for teens who are learning to drive, we lack 
similar traditions, options, and services for older adults who want or need to learn how to maintain 
safe driving for as long as possible.  
〔和訳〕運転を学んでいる十代の若者に対する支援が存在していることを私たちはよく知っている。し

かし、文化的に見てみると、できるだけ長く安全な運転を続ける方法を学びたいと思っていたり、また

は、そうする必要がある高齢者のために、同じような習慣や選択肢や事業が用意されているかと言えば、

そういうものはない。 
〔コメント〕運転を続けたい高齢者には支援の手を差し伸べて、安全に運転できるように指導していけ
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ば良いのではという視点が出てきている。こういう視点は意外と日本の新聞とかでは少ないかもしれな

い。 
 
3 Matters such as driving retirement that have both individual and societal consequences are no 
less worthy of clinical attention than diseases with a single cause or than high-tech treatment 
options, and they should be accorded training, time, and remuneration commensurate with their 
complexity. 
〔和訳〕自動車運転の定年制のような、個人にも社会にも影響を与える問題は、単一の原因を持つ疾患

や先端技術を使った治療の選択肢と同じくらい、臨床的に注目する価値がある。そして、それらの問題

に対処するには、その複雑性に見合うだけの訓練や時間や報酬が確保されるべきである。 
⇒医師は、患者の疾患に注目しがちであり、その患者が運転できなくなったらどういう影響があるかと

いうところにはそこまで注目していないことが多いということを示唆している文です。 
〔コメント〕下線部に出てくる「no 比較級 than」に注意。この形は、比較されている 2 つのものに差

がないことを示すという点を理解できていない人が目立つ。ここでは、「臨床的な注目に値するかどう

か」ということに関して、2 つのことを比較している。1 つは、「Matters such as driving retirement」
であり、もう 1 つは、「diseases with a single cause」（もしくは「high-tech treatment options」）であ

る。前述した通り、「no 比較級」は、差がないことを示すので、臨床的な注目に値する程度としては、

この 2 つは、どちらも同じということになる。ここまでをまずはしっかり理解してほしい。 
   理解できたら、次にやってほしいことがある。それは、2 つが同じレベルであるとしても、高いレベ

ルで同じなのか、低いレベルで同じなのかを検討するということだ。臨床的な注目に値する程度を 100
点満点で表せると仮定しよう。この場合、2 点同士でも 98 点同士でも、点数が同じなので、同じレベ

ルと言える。しかし、実態は全然違うであろう。2 点同士の場合は、どちらも臨床的な注目にほとんど

値しないという感じになるし、98 点同士なら、どちらもものすごく注目する価値が高いということにな

る。では、高いレベルで同じなのか、低いレベルで同じなのかは、どうやって判定するかというと意外

と簡単です。まず、「no 比較級」の「no」をマイナスとして捉えてください。後は、比較級が、マイナ

スなのかプラスのかを検討しましょう。もし、マイナスなら、no がマイナスなので、掛け算すると、プ

ラスになります。この時は、高いレベルで同じと考えましょう。つまり肯定的に訳すことになる。もし、

比較級がプラスなら、no がマイナスなので、掛け算するとマイナスです。よって、この時は、低いレベ

ルで同じというふうに考えましょう。つまり、否定的な訳になります。 
   上記の文では、less worthy なので、比較級はマイナスな感じです。よって、no のマイナスと掛け算

すると、プラスになるので肯定的に訳します。そうすると、下記の和訳のようになります。 
 
 
＊昨年の浜松の問題より(「no 比較級 than」を含む英文を挙げておく) 
 
1 Intensive medication to keep blood pressure very low in diabetic patients was no better at 
preventing heart attacks or death than more mild treatments that allowed for a somewhat higher 
blood pressure. 
〔和訳〕糖尿病患者の血圧を低い状態で維持するための集中的な薬物療法は、心臓発作や死の予防とい
う点で、少し血圧が高くなる余地があるより軽度な治療と同程度の効果しかなかった。 
⇒否定的な訳になる。 
 
2 CPR is no more effective with rescue breathing than if chest compressions are used alone. 
〔和訳〕心肺蘇生を行う際に、人工呼吸をやったとしても、胸部圧迫だけしかしなかった場合と同じく
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らいの効果しかないのだ。 
⇒こちらも否定的な訳になる。 

 

 

 

事務局より 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

【プレミアム講座のご案内】 

 

KALS レギュラー講座受講生、医学部編入試験を受験した経験のある一般生を対象とした ONE UP の講

座です。過去問分析や予想問題演習など、さまざまな講座をご用意しております。 

志望校選択、直前対策・ファイナルチェック、合格“確度”向上のためなど、各自のニーズに合わせた受講

が可能です。 

 

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、筑波大学、名古屋大学、島根大学、香川大学、 

愛媛大学、高知大学、長崎大学、大分大学、鹿児島大学）／英語長文時事問題対策／ 

英語過去問分析（旭川医科大学、群馬大学、浜松医科大学、島根大学、高知大学、 

愛媛大学、鹿児島大学）／文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策 

 

【お詫び】「滋賀医科大学対策」「山口大学対策」「英語過去問分析／高知大学」「生命科学過去問分析／長崎

大学」におきまして、視聴開始日ならびに一部講師が変更となりました。申し訳ございません。お手数ですが、

お申込前に講座別ページにてご確認ください。 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301 

名駅校・新大阪校実施分については以下よりご確認ください。 

【名駅校】  https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301 

【新大阪校】 https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302 

 

 

【トップレベル「生命科学」「医学英語」テストゼミのご案内】 

 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です。 

得点力、応用力を飛躍的に伸ばすのに好適なテストゼミですので、 

受験前の総仕上げとして活用ください。 

※お申込みに際しまして、受講条件があります。 

詳細・申込方法は、マイルームでご確認ください。 

 

「生命科学」（全５回） 

【DVD 講義】（名駅校・新大阪校）視聴可能  

【WEB 通信講座】  配信中  

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302
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※【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校）のお申込み受付は終了しました。 

 

「医学英語」（全４回） 

【DVD 講義】（名駅校・新大阪校）  順次視聴可能 

【WEB 通信講座】  順次配信中 

※【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校）のお申込み受付は終了しました。 

 

 

【完成生命科学 ワークブック重要テーマ解説講義のご案内】 

 

完成シリーズ生命科学 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。 

※2019 年実施試験対応講座 完成シリーズ「生命科学」受講生 限定 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19 

 

 

【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。 

 

「英語得点アップ戦略」 90 分 

＜新宿本校＞ 6/9（日）10:30～ 

＜名駅校＞＜新大阪校＞ 6/14（金）～DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞ 6/21（金）～配信予定 

 

「第 3 回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分、物理：60 分、化学：60 分） 

＜新宿本校＞＜名駅校＞＜新大阪校＞ DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞  生命科学：配信中 、英語、物理、化学：5/29（水）～ 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。 

 

「基礎復習テスト 生命科学１ 解説講義」 90 分 

「基礎復習テスト 生命科学２ 解説講義」 90 分 

「基礎復習テスト 生命科学３ 解説講義」 90 分 

「受験校の選択」 90 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

「指数・対数の計算問題攻略」 120 分 

「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 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：90 分、生命科学：90 分） 

「第 2 回完成実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分） 

「実戦生命科学 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：90 分、生命科学：90 分） 

「第 1 回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分、物理：60 分、化学：60 分） 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

■□ 個別カウンセリング □■ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19
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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/29299 

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/29310 

【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。 

https://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/29299
https://school.kals.jp/student-mk/blog/29310
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

