
  

1 
 

 
 
      
      
 
 
 
 
 
 

 

  

   
                                                                                                       

Nature(11 JUNE 2020) より 
 

 今回は、Nature(11 JUNE 2020)の最近の記事を 1 つ紹介しておく。記事の題名は、「Why children 
avoid the worst coronavirus complications might lie in their arteries」です。以下では、記事内の重要

な文を抜き出してコメントすることにします。 
 
1 Since the coronavirus outbreak began, scientists have been trying to work out why children are 
much less likely than adults to experience severe complications from the infection. Now research 
suggests that the answer might lie in children’s healthy blood vessels. 
〔和訳〕新型コロナウイルスの爆発的感染が始まってから、科学者たちは、ずっと 1 つの謎を解明しよう

としてきた。その謎とは、感染により重い合併症を患う可能性が、大人よりも子供の方が低いのはなぜか

というものである。現在のところ、この謎に対する答えの手がかりが、子供たちの血管の健全性にあるか

もしれないということを、研究が間接的に示している。 
〔語句〕work out = solve  complication = 合併症  
〔コメント〕下線部は以下のように、「than adults」の部分を後ろに回して書いても文法的には問題ない。

こちらのほうが、「be likely to do ---」という熟語がはっきり見えるので、読みやすい気もするが、皆さん

はどうであろうか。いずれにせよ、どちらのパターンにも対応できるようにしておきましょう。 
⇒children are much less likely to experience severe complications from the infection than adults 
 
2 --- problems with the endothelium(ここでは血管内皮のこと) seem to be involved in most cases of 
COVID-19 that progress to severe or fatal disease in adults. This theory could also explain why people 
with conditions that compromise the endothelium, such as diabetes and hypertension, are at a greater 
risk of serious COVID-19. 
〔和訳〕血管内皮障害が、成人における COVID-19 感染の進行による重症化例や死亡例のほとんどに関

与しているように思える。同時に、この理論により、糖尿病や高血圧のような血管内皮に損傷をもたらす

疾患を抱えている人々のほうが、感染して重症化するリスクがより高いのはなぜかということも説明で

きるかもしれない。 
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〔語句〕compromise = undermine, weaken, damage, harm 
〔コメント〕ここでは、触れられていないが、重症化した成人患者の場合、血管内皮に何らかの障害を抱

えており、その結果、血管内に血栓が見られる場合が多かった。また、新型コロナウイルスが、血管内皮

細胞に直接感染し、炎症を引き起こしたり、それがもとで血栓が生じやすくなることも分かっているよう

です。これらのことから、血管の内皮細胞の健全性が大切であることが分かります。そして、大人の方が

健全性が下がっていることが多いでしょうから、大人の方が子供よりも重症化しやすいということにな

るのであろう。この記事で言われていることが正しければ、マスクとかワクチンや薬や外出自粛よりも、

日ごろから、重症化を防ぐために、血管の健全性を保つような生活を心がけることのほうがよほど大切だ

ということになるだろう。 
 
3 He has launched two experiments to try to better understand this mechanism and see whether 
there is something protective about kids’ blood vessels that makes them less likely to produce excess 
clots in response to viral infection. 
*注：「He」は、ある研究者のことを指している。この研究者は、「新型コロナウイルスが血管内皮細胞に

感染すると、内皮細胞と血小板と血漿成分の間の連携が取れなくなり、血栓ができやすくなる」という仮

説を立てている。「this mechanism」は、「この仮説で言っているような状態が生じるメカニズム」とい

う感じで捉えて欲しい。 
〔和訳〕彼は、2 つの実験を始めた。その目的は、この仕組みをもっと深く理解し、子供の血管には、ウ

イルスに感染しても、過剰な血栓ができる可能性を低くさせるような保護的な因子があるのかどうかを

突き止めることにあった。 
〔補足〕ここで登場する研究者は、新型コロナウイルスに感染した内皮細胞を培養して、子供由来の血漿、

健康な大人由来の血漿、血管疾患を持っている大人由来の血漿に浸してみるという実験を行ったようで

ある。 
 

土田 治 
  
 

 

事務局より 

 

【緊急・重要／新型コロナウイルス関連】  

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言につきましては、5 月 25 日(月)をもって全国的に解除となりまし

た。KALS 各校舎では、順次、授業等を再開させていただきます。 

詳細はこちらをご確認ください。 

 

今後の感染拡大状況により、事前の予告なく校舎開館の延期、再度の休館対応などの可能性があります。何卒

ご理解・ご了承ください。 

 

 
≪２０２1 年度実施試験対応≫ 

https://school.kals.jp/information/note-200526?_ga=2.87456541.483833859.1591332534-265143298.1577251532&_ttr=ec0dd75e1d3dc6ddf8660657116d9f531591332541672tc1-1591332541672
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【テスト実施のご案内】 

 

■基礎シリーズ復習テスト 

 

＜新宿本校＞  

生命科学① ＃1～＃10 80 分  6/27（土）11:00～12:20 

生命科学② ＃11～＃16 90 分  8/1（土）11:00～12:30 

生命科学③ ＃17～＃25  90 分 10/18（日）14:00～15:30 

医学英文法Ⅰ 6/27（土）60 分 13:30～14:30 

医学英文法Ⅱ 9/27（日）60 分 13:30～14:30 

スタンダード物理Ⅰ 7/18(土) 60 分 10:30～11:30 

スタンダード物理Ⅱ 10/3(土)60 分 10:30～11:30 

スタンダード化学Ⅰ 7/18(土) 60 分 11:45～12:45 

スタンダード化学Ⅱ 10/3(土)60 分 11:45～12:45 

 

＜名駅校＞ 

生命科学① ＃1～＃10 80 分  6/27（土）16:00～17:20 

生命科学② ＃11～＃16 90 分  8/2（日）10:30～12:00 

生命科学③ ＃17～＃25  90 分 10/24（土）13:30～15:00 

医学英文法Ⅰ 6/27（土）～配布開始 

医学英文法Ⅱ 9/19（土）～配布開始 

スタンダード物理Ⅰ 7/18(土) ～配布開始 

スタンダード物理Ⅱ 10/3(土) ～配布開始 

スタンダード化学Ⅰ 7/18(土) ～配布開始 

スタンダード化学Ⅱ 10/3(土) ～配布開始 

 

＜新大阪校＞ 

生命科学① ＃1～＃10 80 分  6/28（日）11:00～12:20 

生命科学② ＃11～＃16 90 分  8/9（日）11:00～12:30 

生命科学③ ＃17～＃25  90 分 10/17（土）13:00～14:30 

医学英文法Ⅰ 6/28（日）60 分 13:00～14:00 

医学英文法Ⅱ 9/12（土）60 分 13:00～14:00 

スタンダード物理Ⅰ 7/19(日) 60 分 10:30～11:30 

スタンダード物理Ⅱ 10/4(日) 60 分 10:30～11:30 

スタンダード化学Ⅰ 7/19(日) 60 分 11:45～12:45 

スタンダード化学Ⅱ 10/4(日) 60 分 11:45～12:45 

 

＜自宅受験＞ 

生命科学① 7/7（火）アップ 提出期限：7/31（金） 

生命科学② 8/11（火）アップ 提出期限：8/28（金） 

生命科学③ 10/20（火）アップ 提出期限：10/30（金） 

医学英文法Ⅰ 7/7（火）アップ 提出期限：7/31（金） 

医学英文法Ⅱ 9/29（火）アップ 提出期限：10/30（金） 

スタンダード物理Ⅰ 7/21（火）アップ 提出期限：8/28（金） 

スタンダード物理Ⅱ 10/6（火）)アップ 提出期限：10/30（金） 

スタンダード化学Ⅰ 7/21（火）アップ 提出期限：8/28（金） 

スタンダード化学Ⅱ 10/6（火）)アップ 提出期限：10/30（金） 
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≪２０２０年度実施試験対応≫ 

 

 

◆実戦シリーズ実力テスト（7 月実施／自宅受験） 

 

「実戦シリーズ実力テスト」は、英語・生命科学の２科目において 

実戦シリーズ全範囲を対象とした実力テストです（英語 90 分・生命科学 90 分）。 

実戦シリーズをご受講いただいていない方も受験ができます！皆さん積極的に受験しましょう。 

※5 月に実施した同テストを受験していない方が対象となります（同一問題となります）。 

※各校舎での実施（会場受験）はありません。 

 

受験にあたっては、新たにお申し込みや受験料は必要ありませんが、 

事前に「テストの受取・提出方法の登録」が必要です。 

専用フォームより、試験日程・スケジュールをご確認の上 

7/12(日)15:00 までに登録を行ってください。 

また、登録後にテストの受取・提出方法の変更はできません。 

詳細はマイルーム上の案内をご確認ください。 

 

 

◆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、 

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-150301
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https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202 

 

 

 

◆トップレベル「生命科学」テストゼミ （全 5 講） 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です。 

有名問題、過去問題、新作問題をバランスよく出題しますので、どの大学にも対応できる内容です。 

テストは、すべて記述式です。（各回テスト 60 分／解説講義 60 分）。 

※申込対象者：2020年実施試験対応講座受講生で、現在または過去の受講を含め、 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（申込済で受講予定の方含む） 

 

＜新宿本校＞7/5（日）～LIVE 講義 

※申込（支払）期限：7/3（金） [ただし定員になり次第、受付終了] 

＜名駅校／新大阪校＞ 

7/10（金）～DVD 順次視聴可能 

※申込（支払）期限：11/20（金） 

 

＜WEB 通信＞ 

7/13（月）～順次視聴可能 

※申込（支払）期限：11/20（金） 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

https://dl2.dl.sua.jp/dl/27652-5efb9bebb92ad82e8bd82b550fe883bb 

 

 

◆トップレベル「医学英語」テストゼミ 

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。 

 

＜WEB 通信講座＞ 配信中 

※申込（支払）期限：9/18（金） 

※申込対象者：2020 年実施試験対応講座受講生で、現在または過去を含め、 完成シリーズ「医学英語」の受

講履歴がある方（申込済で受講予定の方含む） 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

https://dl2.dl.sua.jp/dl/24488-0494ca476c5954ef05941ca2cd4de725 

 

 

◆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！ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202
https://dl2.dl.sua.jp/dl/27652-5efb9bebb92ad82e8bd82b550fe883bb
https://dl2.dl.sua.jp/dl/24488-0494ca476c5954ef05941ca2cd4de725
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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。 

[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] 

 

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

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

 

 

 

◆文系のためのミニマム数学 【WEB 通信講座】 お申込受付中 

 

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。 

 

 

 

◆チュートリアルのご案内 

 「医学英語 長文読解対策」 120 分  

 

＜新宿本校＞ 6/27（土）～DVD 視聴可能 

＜名駅校／新大阪校＞ 6/30（火）～DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞ 7/3（金）～視聴可能 

 

「第１回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学： 120 分、物理：60 分、化学：60 分） 

 

＜新宿本校＞ 終了しました。 

＜名駅校＞＜新大阪校＞ 終了しました。物理、化学：7/2（木）～DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞生命科学、英語：6/23(火) 物理、化学：7/7（火）～ 配信予定 

 

 

「実戦実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：120 分） 

 

＜新宿本校＞ 終了しました。 

＜名駅校＞＜新大阪校＞6/25（木）～DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞ 6/30(火)  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 

「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   

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/dcm
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302#b-476312
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「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 

「第１回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学： 120 分、物理：60 分、化学：60 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。 

※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/32422 

【名駅校】  https://school.kals.jp/student-mk/blog/32394 

【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/32422
https://school.kals.jp/student-mk/blog/32394
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

