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NEJM 2020 年 4 月 23 日 記事より 

 

  

今回は、NEJMの最近の記事を紹介しておく。題名は、「The Invisible Hand — Medical Care during the 

Pandemic」である。2020年 4月 23日号の記事である。 

 

1 記事の要約 

あるアメリカの医師が、70 歳の狭心症(angina)の患者さんを診察し、血管造影法(angiogram：血管を

詳しく検査する方法。侵襲的な処置を伴い、患者に有害な事象が発生する恐れもある)は必要なく、薬物

療法を行えばよいという判断を下した。これは最新のガイドラインに基づく最良の判断であった。この医

師は、しっかりと血管造影法のリスクを説明し、今はそれをする必要はないということも伝えていた。し

かし、患者やその妻は、心臓に爆弾を抱えて生活するのはつらいので、多少危険があっても、どこかの時

点で血管造影法をやって欲しい様子だった。とりあえず、薬物療法を 2週間続けて、その後に再度来院し

てもらうことにした。しかし、新型コロナウイルスが流行したために、病院から、必須でない場合は、来

院ではなく、電話相談に切り替えるように指示が出た。そこで、電話で、この患者と話すことにした。す

ると、以前は、心臓に爆弾を抱えているという恐怖心から血管造影法を望んでいたのに、今では、新型コ

ロナウイルスへの感染に対する恐怖が勝るようになり、このまま薬物療法を続けてもらえればよいとい

うふうに患者が言うようになった。新型コロナウイルスへの恐怖が、不必要な医療処置を患者が受けなく

て済むようにしてくれたことに、この医師は感謝の念を抱いた。しかし、同時に、新型コロナウイルスに

対する恐怖が蔓延する中で、患者の症状だけでなく、患者が抱いている恐怖心にもしっかりと対応してい

くことの必要性や難しさをこの医師は痛感した。 

 

2 英文の抜粋 

 

(1) Instead of asking whether we could move up the angiogram she had bargained for, she suggested 

we delay it and augment medical therapy instead. Had my explanation of atherosclerosis sunk in? 

Probably not; Covid-19 made them do it. 
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〔和訳〕彼女は、当てにしていた血管造影法を前倒しで行うことができるかどうかを尋ねてくるのではな

く、それを延期して、薬物療法を強化するように提案してきた。これは、アテローム性動脈硬化について

の私の説明を納得してくれたからだろうか。いやおそらくそうではない。Covid-19 のせいで、彼らがそ

のような提案をするようになったのだ。 

〔コメント〕ここでの sheは、上記の要約に出てきた、患者の妻である。 

〔語句〕move up --- = ---を前倒しにする 

bargain for --- = ---を当てにする 

 

(2) Pre–Covid-19, the patient and his wife had weighed the risks of an angiogram, including death, 

myocardial infarction, and stroke, as minor compared with the peace of mind that would come from 

treating the ticking time bomb in his chest. Post–Covid-19, they added the fear of the unknown, a 

potentially fatal respiratory infection, to the calculus. Suddenly, the benefits of medical therapy 

seemed greater; the ticking time bomb was Covid-19. 

〔和訳〕Covid-19 が流行る前は、この患者と妻は、死や心筋梗塞や脳卒中も含めた上で、血管造影法の

リスクを比較検討していた。そして、それらのリスクは、胸の中にあるカチカチと動いている時限爆弾を

治療することから得られるであろう心の平穏に比べれば、些細なものだと見なしていた。COVID-19が流

行ってからは、彼らは、未知なるもの、すなわち、致死的になりうる呼吸器感染というものへの恐怖を、

リスク計算に加えたのだ。突然、薬物療法の利益のほうがより大きく見えるようになった。時限爆弾は、

COVID-19になったのだ。 

 

(3) I am grateful that the invisible hand of Covid-19 inadvertently steered him away from a 

procedure he didn’t need. 

〔和訳〕私は、COVID-19という見えざる手により、偶然にも、必要としていなかった処置を彼が避ける

ことができたということに感謝している。 

 

土田 治 

 

 

事務局より 

 

【重要／新型コロナウイルス関連】 

KALS 全校舎（新宿本校・新大阪校・名駅校）は 5/6(水)まで完全休館とさせていただきます。 

 

 

≪２０２０年度実施試験対応≫ 

 

 

◆プレミアム講座  お申込受付中！ 

 

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、 

https://school.kals.jp/information/note-200407
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各自のニーズに合わせた受講が可能です。 

 

特定大学対策／物理・化学過去問分析／生命科学過去問分析／英語長文時事問題対策／英語過去問分析／

文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

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

 

 

◆生命科学テストバンク（基礎編）【WEB通信講座】 お申込受付中！ 

  

従来の“標準編”は大学レベルの生命科学に対し、基礎編は主に高校生物を中心とした内容です。 

“基礎編”はすべて新規の問題で構成されていますので、 

～基礎シリーズ生命科学をご受講の方も復習を兼ねて、知識整理に！ 

～（高校生物の知識を有し）完成シリーズや実戦シリーズ生命科学からご受講の方もさらに理解度を深めるため

に！ 

ぜひご活用ください。 

 

▼詳細・お申し込みはこちら▼ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202 

 

 

◆トップレベル「生命科学」テストゼミ  お申込受付中！ 

 

※校舎休館に伴い、日程を変更しております。詳細はマイルームにてご確認ください。 

 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です（全５回）。 

有名問題、過去問題、新作問題をバランスよく混ぜて出題しますので、 

どの大学にも対応できる内容です。  

得点力、応用力を飛躍的に伸ばすのに好適な講座です。  

※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。 

 

【LIVE 講義（＋e補講付）】（新宿本校） 5/16(土)13:30より開講  

【DVD講義】（名駅校・新大阪校）  5/27（水）より順次視聴開始 

【WEB通信講座】  5/27(水)より順次配信開始 

 

※トップレベル「医学英語」テストゼミ【WEB通信講座】もお申込受付中です。 

※【DVD講座（名駅校・新大阪校）】は校舎休館により現在受付を停止しております。 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202
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◆実戦シリーズ生命科学ワークブック重要テーマ解説講義 【WEB通信講座】 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。 

申込対象者：2020年実施試験対応講座 実戦シリーズ「生命科学」受講生 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

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

 

 

◆完成シリーズ生命科学ワークブック重要テーマ解説講義 【WEB通信講座】 お申込受付中！ 

 

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。 

申込対象者：2020年実施試験対応講座 完成シリーズ「生命科学」受講生 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

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

 

 

◆実戦 医学英語 ＡＰＰＥＮＤＩＸ 重要テーマ解説講義 【WEB通信講座】 お申込受付中！ 

実戦シリーズ医学英語 APPENDIX の問題演習を通して、講義内容の定着を図るとともに、成績向上に向けた自

学のポイントを確認することが、この講座の目的です。 

各講につき 2題（短め・易しい英文および長め・やや難しい英文）を取り上げます。 

苦手な英語を克服したい人も、英語を得点源とするためにさらに伸ばしたい人も、本講座を積極的に活用してく

ださい。 

申込対象者：2020年実施試験対応講座 実戦シリーズ「医学英語」受講生 

 

詳細・申込方法は、マイルームでご確認ください。 

 

 

◆医学部学士編入 直前対策 出願書類(課題論文)対策 お申込受付中！ 

 

志望理由書を添削する講座です。 

2019年度実施試験の課題論文テーマ（各大学において募集要項発表後は、最新のものでかまいません）を参考

にご自身の志望大学のテーマで課題論文をご提出していただきます。 

個別にきめ細かく添削指導します。1回のお申込みにつき、添削は 2大学分となります。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrkjsn
https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19
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[大学によって出願書類に添付を要する研究成果等の資料や推薦書の添削は行いません] 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

【新宿本校・名駅校】 https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/dcm 

※校舎休館に伴い、新宿本校・名駅校 校舎窓口での受付は一旦停止とさせていただきます。 

HPよりお申込みください。 

【新大阪校】https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302#b-476312 

※校舎休館に伴い、新大阪校の受付は一旦停止とさせていただきます。 

 

 

【文系のためのミニマム数学のご案内】 

 

生命科学を学ぶ上で、対数、微分などの最低限の知識が必要です。 

“勉強時間の都合で自習できない”という方を対象に必要最低限の数学 

（確率・統計は除く）の知識と考え方を勉強していただく講座です。 

全 3講（1 コマ 120分）です。詳細はマイルームでご確認ください。 

 

【WEB通信講座】 申込受付中です。 

 

 

【チュートリアルのご案内】 

 

★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 

「基礎力判定テスト 英語 解説講義」 90分 

「基礎力判定テスト 物理 解説講義」 90分 

「基礎力判定テスト 化学 解説講義」 90分 

「第１回完成実力テスト 生命科学 解説講義」 120分 

「第１回完成実力テスト 英語 解説講義 90分 

「受験校の選択」 90分 

「指数・対数の計算問題攻略」 120分   

「完成生命科学 中間テスト 解説講義」 90分  

「実戦生命科学 中間テスト 解説講義」 120分 

「出願書類の書き方」 90分 

 

   

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

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。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/dcm
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302#b-476312
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※休館期間中のカウンセリング実施状況については、各校舎へお問い合わせください。 

 

【新宿本校】 https://school.kals.jp/student-shn/blog/32024  

※休館期間中、講師カウンセリングは中止しております。 

【名駅校】  https://school.kals.jp/student-mk/blog/31999 

【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 

※WEBカウンセリングで使用できる PCの台数に限りがございますため、 

休館期間中のカウンセリングは、特別措置として電話対応になる場合もございます。 

予めご了承ください。 

 

◆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/32024
https://school.kals.jp/student-mk/blog/31999
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf



