
1 

 

 

 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

  

   
NEJM（ 2019年 7月 11日 ）より 
 

  
親による子供のワクチン接種拒否 ― 子供の権利を守る方策の必要性 ― 

 

  今回の医学部 NEWS では、NEJM に掲載された英文（ 2019 年 7 月 11 日 ）を紹介します。原題は

『 Vaccination over Parental Objection — Should Adolescents Be Allowed to Consent to Receiving 

Vaccines? 』です。語数は 1163語、医学部編入試では、標準的な長さです。30-40分で概要をつかむつも

りで読み進めて下さい。内容は、原題の通り、親が子供のワクチン接種を拒否することに関するものです。

これに少し近い題材としては、エホバの証人の信者の輸血拒否が挙げられます。この題材の英文は、琉球

大学の入試で出題されました（ 平成 28年 ）。 

 

＊ 英文 

 

  The United States has been experiencing an increasing number of measles outbreaks, and more 

measles cases were reported in the first 5 months of 2019 than in any full year since 1992, which was 8 

years before endemic transmission was interrupted. Parents’ resistance to vaccination is leaving more 

children vulnerable to measles and various other preventable illnesses. Some of these children have 

begun to seek opportunities to revisit vaccine-refusal decisions made on their behalf by their parents 

and are now pursuing vaccination. 

 

  In a March 2019 congressional hearing on preventable disease outbreaks, Ohio high school senior 

Ethan Lindenberger shared his experience of trying to get vaccinated over his mother’s objections. 

Lindenberger testified that his mother is an antivaccine advocate who believes that vaccines can cause 

autism and brain damage, despite the fact such opinions have been debunked numerous times by the 

scientific community. Once he turned 18, Lindenberger went to a public health clinic for vaccinations 

against hepatitis A and B, influenza, and human papillomavirus (HPV). 

 

  Such cases raise the question of whether adolescent minors should be able to consent to vaccinations 

without parental permission. For minors to be able to choose to be vaccinated over parental objections, 
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most states would need to make substantive changes to laws governing medical consent. Since 

children are generally considered nonautonomous under U.S. law, treatment of a child in a medical 

setting requires parental permission, typically until a child reaches 18 years of age. Parents are 

generally given broad discretion in making decisions on behalf of their children, in part because they 

know their child best, are positioned to weigh competing family interests, and are permitted to raise 

their child as they choose. Such discretion doesn’t mean that adolescents have no role in decisions that 

affect them, however. Out of respect for adolescents’ developing autonomy, clinicians routinely explore 

their understanding of health-related issues, solicit their agreement on care plans, navigate 

discordance between parental and adolescent preferences, and protect adolescents’ confidentiality 

interests. 

 

  Both ethical principles and state laws also support independent decision making by adolescents in 

cases in which failing to grant adolescents autonomy could foreseeably result in substantial risk to the 

minor or to public health. For instance, all states have laws permitting minors to make independent, 

confidential clinical decisions regarding certain sensitive or stigmatized health care services, such as 

those related to sexual health, reproduction, mental health, and substance use disorders. Roughly 20% 

of jurisdictions require adolescents to be at least 12 or 14 years of age to make such decisions; others 

don’t designate a minimum age of consent.3 A court may also grant an older adolescent (typically 16 

years or older) legal emancipation or deem the adolescent to be a “mature minor” who is able to make 

certain decisions independently. 

 

  Most states, however, don’t authorize adolescents to independently consent to vaccination. Under 

consent-related rules for sensitive or stigmatized health care services, several jurisdictions, such as 

California and New York, allow adolescents to make decisions regarding prevention of sexually 

transmitted infections (STIs), which includes acceptance of hepatitis B and HPV vaccines. Idaho 

allows adolescents to make independent medical decisions when a clinician believes the minor is 

capable of fulfilling informed-consent responsibilities. At least three other states permit adolescents to 

make a broad array of autonomous clinical decisions, including regarding vaccination (Alabama at 14 

years of age, Oregon at 15, and South Carolina at 16). Alaska allows minors to make independent 

decisions when a parent “is unwilling either to grant or withhold consent.” 

 

  Bills have been proposed in at least two jurisdictions in 2019 to grant adolescents independent 

authority to consent to vaccination. New York’s bill would allow anyone 14 or older to consent to any 

vaccine required for school or day care entry (measles–mumps–rubella, diphtheria, tetanus, pertussis, 

poliomyelitis, hepatitis B, varicella, and meningitis vaccines). A bill in Washington, D.C., would permit 

any minor deemed by a clinician to be capable of meeting informed-consent standards for care to 

consent to any vaccine recommended by the Advisory Committee on Immunization Practices, which 

includes HPV and annual influenza vaccines along with those covered in New York’s bill. 

 

  Granting adolescents the authority to agree to vaccination without parental permission would allow 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1905814
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them to catch up on any missed childhood vaccines. Although not a panacea for all vaccine uptake and 

access problems, such laws could improve rates of vaccination against highly infectious diseases such 

as measles. They may be particularly relevant for vaccines recommended for adolescents owing to the 

lack of regular preventive care visits among this group. Adolescents could receive vaccines in 

alternative settings, such as pharmacies, which may be more accessible than health care offices in 

rural areas, or school health clinics. Consent requirements can also be a barrier to vaccination in 

alternative settings, however. For instance, some state laws constrain pharmacists from vaccinating 

patients younger than 18, and some schools require consent from parents to vaccinate children. 

 

  If minors are authorized to consent to vaccination, at what age should this right be granted? 

Although a broad guideline deferential to clinical judgment, as is outlined in the bill being considered 

in Washington, D.C., offers maximal flexibility, it also seems prudent to link consent to vaccination to a 

specific age at which minors are already granted decision-making authority. This cutoff could be as 

early as 12, in keeping with the age at which many states grant minors decision-making authority for 

STI-related services, or 14, as it is under Alabama’s broader law on clinical decision making. Setting 

an explicit age would provide a more just and clear implementation standard for all adolescents and 

the clinicians treating them. On average, professionals responding to a recent survey reported that 

they were comfortable with patients at least 14 years of age consenting to vaccines recommended for 

adolescents, including vaccines against pertussis, meningitis, HPV, and influenza. 

 

  Granting minors decision-making authority for vaccination also triggers reconsideration of the 

materials and associated communication needed to ensure that they can make informed decisions. 

Federal law requires that clinicians provide adult patients and children’s parents or legal 

representatives with a Vaccine Information Sheet before vaccination. Since such materials are written 

at a 10th-grade reading level, they would most likely require revision if intended recipients were to 

include adolescents as young as 12 or 14 years of age. 

 

  Parental involvement in vaccination decisions remains important. Many vaccine-hesitant parents 

ultimately agree to vaccination. Yet adolescents need not be harmed by parental decisions that are 

based on misinformation or disinformation. Allowing adolescents to consent to vaccination despite 

persistent parental resistance facilitates access to a medically recommended and evidence-based 

treatment. It promotes the minor’s health, poses minimal personal risk, and offers substantial 

prosocial benefits, including reinforcement of the norm of vaccination and enhancement of community 

protection against the spread of dangerous and costly yet preventable diseases. Given such benefits, 

we believe that states should enact laws that expand both access to vaccines and the rights of minors 

who are at least 12 to 14 years of age to consent to vaccination. 

 

 （ Vaccination over Parental Objection — Should Adolescents Be Allowed to Consent to Receiving 

Vaccines?, NEJM, July 11, 2019 ） 
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  注：measles–mumps–rubella vaccine  三種混合生ワクチン MMRワクチン（ 麻疹、おたふく風邪、

風疹の三種混合の予防接種 ） 

 

＊ 訳例 

 

  ここのところ、アメリカでは、麻疹の発生数が増えている。2019年になってから 5か月の間で発生した

麻疹の症例数は、1992 年以降のどの一年間の症例数より多かったことが報告された。1992 年は、流行

性伝播が遮断される 8 年前の年である。ワクチン接種に対し、親に抵抗感があることにより、より多く

の子供が、麻疹をはじめとする様々な予防可能な病気により罹患しやすい状況になりつつある。こうし

た子供たちの中には、親が子供の代理人となって行ったワクチン拒否の判断を再検討する機会を模索し

始めているものもいる。彼らは、今、ワクチン接種を受ける機会を求めようとしているのだ。 

 

  2019年 3月に行われた、予防可能な病気の発生に関する連邦議会の聴聞会において、オハイオ高校 3年

の Ethan Lindenberger は、母親の反対を押し切って、ワクチン接種を受けようとした経験について話し

た。 Lindenberger は、自分の母親は、ワクチンは自閉症や脳へのダメージを引き起こす恐れがあると信

じる、反ワクチン運動の支持者であると証言した。ただし、現実には、そうした意見は、これまでに幾度

となく、科学界によって誤りであることが証明されている。 Lindenbergerは 18歳になると、A型肝炎お

よび B 型肝炎、インフルエンザ、そして、ヒトパピローマウイルス（ HPV ）のワクチンを受けるべく、

公的な診療所に赴いた。 

 

  そうした事例は、未成年の青少年が、親の許可がなくとも、ワクチン接種に同意できるようにすべきで

はないかという問題を提起する。未成年者が、親の反対を押し切って、ワクチン接種を受ける選択ができ

るようにするためには、大半の州は、医療同意に関し、法律の大幅な改正を行う必要があるだろう。アメ

リカ法の下では、一般には、子供は自己決定権を有していないと見なされる。それゆえ、医療機関での子

供の治療には、通例、子供が 18歳に達するまでは、親の許可が必要となる。親は、一般的に、意思決定に

関し、子供の代理人として、幅広い裁量権を与えられる。その理由には、親は子供のことを一番よく知っ

ており、そして、家族内の相反する利益を評価できる立場にあり、さらに、自分が望むように子供を育て

ることができることが含まれる。しかし、親の側にそうした裁量権があることが、青少年は、自分に影響

を及ぼす決定に全く関与することができないことを意味するわけではない。医師は、青少年の自己決定能

力が成熟しつつあることに配慮して、定期的に、医療に関連する問題に対する青少年の理解力を検証し、

治療計画に関する同意を求め、親と青少年の選好の不一致を上手く調整し、そして、青少年の秘密保持に

関する利益を保護する。 

 

  また、倫理原則および州法のいずれもが、次のような場合については、青少年の自主的な判断を支持し

ている。それは、青少年に自己決定権が与えられなければ、当該未成年者に、もしくは、公衆衛生に大き

なリスクが結果的にもたらされる可能性があることが予見しうる場合である。例えば、全ての州には、慎

重に扱うべき、もしくは、汚名を着せられた一定の医療サービスに関しては、自主的に、そして、秘密裡

に臨床判断を下すことを未成年者に認める法律が存在する。こうした医療サービスには、例えば、性の健

康、生殖、メンタルヘルス、物質使用障害に関するサービスが含まれる。およそ 20%の法域において、そ

うした判断を下すためには、青少年は、少なくとも 12歳もしくは 14歳であることが求められる。一方で、
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同意に関し、最低年齢が指定されていない法域も存在する。また、裁判所が、年長の青少年（ 一般的には

16 歳以上 ）について法的独立を認めることもあれば、そうした青少年を、一定の判断を自主的に下すこ

とができる「 成熟した未成年者 」と見なすこともある。 

 

  しかし、ほとんどの州は、青少年に自主的にワクチン接種に同意する権限を与えていない。慎重に扱う

べき、もしくは、汚名を着せられた医療サービスについての同意の関する規則の下、カリフォルニア州や

ニューヨーク州といった一部の法域は、青少年に、B型肝炎ワクチンや HPVワクチンの受け入れを含む、

性感染症（ STIs ）の予防に関する意思決定を認めている。アイダホ州は、青少年に対し、医師が、当該

未成年者が説明を受けた上で同意する責任を果たす能力があると見なした場合には、自主的な医学判断を

下すことを認めている。アイダホ州とは別に、少なくとも 3 州が、青少年が、ワクチンに関する判断を含

め、様々な自主的な臨床判断を下すことを認めている（ アラバマ州は 14 歳、オレゴン州は 15 歳、そし

て、サウスカロライナ州は 16 歳 ）。アラスカ州は、親が「 同意をすることにも、同意を留保することに

も消極的である 」場合に、未成年者が自主的に判断を下すこと認めている。 

 

  2019年、青少年にワクチン接種に同意する自主的な権限を付与する法案が、少なくとも二つの法域で提

出された。ニューヨーク州の法案は、14歳以上の者であれば誰でも、学校入学やデイケア施設の利用にあ

たり求められる全てのワクチン接種に同意することを可能にするものである（ こうしたワクチンには、三

種混合生ワクチン、ジフテリアワクチン、破傷風ワクチン、百日咳ワクチン、ポリオワクチン、B 型肝炎

ワクチン、水痘ワクチン、髄膜炎ワクチンが含まれる ）。ワシントン特別区の法案は、医師が治療に関す

るインフォームドコンセントの基準を満たす能力があると見なした未成年者であれば、誰問わず、予防接

種に関する諮問委員会（ Advisory Committee on Immunization Practices・ACIP ）が推奨する全ての

ワクチン接種に同意することを認めるものである。こうしたワクチンには、ニューヨーク州の法案で対象

となっているワクチンに加え、HPVワクチンおよび毎年のインフルエンザワクチンが含まれる。 

 

  青少年に、親の許可がなくともワクチン接種に同意する権限を付与すれば、彼らは、いずれとわず、子

供のころに接種の機会を逸していたワクチンについて、その機会を取り戻すことができるようになるだろ

う。ワクチン接種率に関する、また、接種の機会に関する全ての問題の解決策とはならないものの、そう

した法律は、麻疹のような感染性が強い病気に対するワクチンの接種率を向上させることができるかもし

れない。そうした法律は、こうした集団は、定期的な予防外来受診の機会がなかったため、青少年に推奨

されるワクチンについて、特に関連をもつことになるかもしれない。青少年は、薬局など、別の状況でワ

クチン接種を受けることもできるだろう。薬局は、農村部の医院や学校医がいる診療所などより行きやす

いかもしれない。しかしながら、別の状況においては、同意の必要条件が、また、ワクチン接種に対する

障壁なるかもしれない。例えば、一部の州法は、薬剤師が 18歳未満の患者にワクチン接種を行うことを制

限している。また、子供にワクチン接種を受けさせるにあたり、親の同意を求める学校も存在する。 

 

  未成年者にワクチン接種に同意する権限を与えるとすれば、何歳からそうした権利を付与すべきだろう

か。臨床判断を尊重した幅広いガイドラインは、最大限柔軟なものとなるが、同時に、ワクチン接種の同

意を、未成年者でもすでに意思決定の権限が与えられる特定の年齢と関連付けることも、賢明であるよう

に思われる。なお、このガイドラインについては、現在ワシントンで審議が進められている法案の中でそ

の概要が説明されている。こうした年齢の区切りは、多くの州が未成年者に STI に関連するサービスに関
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する意思決定の権限を与えている年齢に合わせた、12歳という早い年齢や、臨床意思決定に関するより広

範なアラバマ州法で定められている 14歳などが考えられる。明確な年齢を定めれば、全ての青少年および

彼らを治療する医師たちに、より公正で明確な実施基準が提供されることになるだろう。概して、最近の

調査に返答した医師らは、青少年に推奨されるワクチン接種に同意する患者が少なくとも 14 歳であれば、

安心して受け入れることができると報告している。こうしたワクチンには、百日咳、髄膜炎、HPV、そし

て、インフルエンザのワクチンが含まれる。 

 

  また、未成年者にワクチン接種の意思決定に関する権限を付与すれば、未成年者が説明を受けた上で判

断を下せるようになる上で必要となる資料やそれに関連するコミュニケーションについて再考が促される

ことにもなる。連邦法により、医師は、成人の患者および子供の親もしくは法定代理人に、ワクチン接種

を行う前に、ワクチン情報シートを提供することが義務付けられている。そうした資料の記入には、高校

1 年生程度の読解力が求められるため、医師らは、対象となる受け手に、12 歳ないしは 14 歳程度の年齢

の子供も含めるためには、改訂を求める可能性が高いだろう。 

 

  ワクチン接種の判断への親の関与は、依然として重要である。ワクチンをためらう親の多くは、最終的

には、ワクチン接種に同意する。しかし、青少年が、誤った情報や偽情報に基づく親の判断によって損害

を被る必要などない。親が一貫して抵抗した場合でも、青少年にワクチン接種に同意することを認めれば、

医学的に推奨され、根拠に基づく治療を受ける機会が容易に得られるようになる。青少年に同意を認める

ことにより、未成年者の健康が増進され、そして、個人に及ぶリスクは最小限に抑えられ、さらに、大き

な順社会的な利益がもたらされる。そうした利益には、ワクチン接種の規範の強化、そして、危険な、ま

た、費用はかかるが予防可能な疾病に対する社会の防御力の向上が含まれる。そうした利益を考慮に入れ

た上で、州は、ワクチン接種の機会を拡大し、同時に、少なくとも 12歳から 14歳の未成年者がワクチン

接種に同意する権利も拡大するような法律を制定すべきであると、我々は考える。 

 

                                   （ 白川 泰成 ） 

 

事務局より 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

［個人面接対策 実施のご案内］ 

限られた時間の中でいかに自分をアピールできるか…。 

面接試験も準備が必要！模擬面接を通して落ち着いて本試験で力を発揮しましょう。 

 

＜実施校舎：新宿本校＞ 

▼個人面接対策 詳細（日程、お申込方法等）▼ 

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

 

＜実施校舎：新大阪校＞ 

▼個人面接対策 詳細（日程、お申込方法等）▼ 

https://school.kals.jp/shinosaka/blog/29493 

 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/ind-int
https://school.kals.jp/shinosaka/blog/29493
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 [大学別 集団討論（集団面接）対策 実施のご案内] 

一部の大学においては、個人面接の他に集団討論（集団面接、グループワーク）を課す大学があります。本講

座では各大学の形式にあわせて行います。 

 

＜実施校舎：新宿本校＞ 

▼集団討論（集団面接）対策 詳細（日程、お申込方法等）▼ 

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

 

＜実施校舎：新大阪校＞ 

▼集団討論対策 詳細（日程、お申込方法等）▼ 

https://school.kals.jp/shinosaka/blog/29493 

 

 

【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。 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/grp-int?_ga=2.261679688.450420264.1562652194-1592078098.1436661669&_ttr=9f95762e5a2c9eafa73766552e0164541562733282285tc1-1562733282286
https://school.kals.jp/shinosaka/blog/29493
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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「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  

※【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 

 

 

【実戦シリーズ 第２回実力テスト 実施のご案内】 

 

【新宿本校】 8/4（日）10:30～13:45 

▼新宿本校 教室受験は事前予約制です／以下よりご予約ください▼ 

https://school.kals.jp/medical-trn-tst-shn  

【名駅校】 8/4（日）14:30～17:50 

【新大阪校】 8/3（土）10:15～13:30 

【通信講座】 発送済  8/1(木) 提出期限（郵送必着） 

 

 

 

★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 

「医学英語 長文読解対策」 120分 

「英語得点アップ戦略」 90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 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19
https://school.kals.jp/medical-trn-tst-shn
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「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） 

「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） 

 

 

 

≪２０２０年度実施試験対応≫ 

 

【基礎復習テスト 生命科学②】（80分）実施のお知らせ 

 

＜新宿本校＞ 8/3（土） 11:00～12:20 

＜名駅校＞   8/6（火）～ 配布開始 

＜新大阪校＞ 8/11（日） 11:00～12:20 

＜WEB通信＞ 8/13（火） マイルームアップ予定 

 

【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】 https://school.kals.jp/student-shn/blog/29855  

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/29873 

【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/29855
https://school.kals.jp/student-mk/blog/29873
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

