
  

1 
 

 
 
      
      
 
 
 
 
 
 

 

  

   
                                                                                                       
NEJM（ 2020 年 5 月 21 日の perspective ）『 The Toughest Triage — Allocating Ventilators in a 
Pandemic 』より 

 

 
 コロナ禍における厳しい判断 － 人工呼吸器を誰に割り当てるべきか？ ― 

 
  今回の医学部 NEWS では、NEJM に掲載された英文（ 2020 年 5 月 21 日の perspective ）を紹介しま

す。原題は『 The Toughest Triage — Allocating Ventilators in a Pandemic 』です。語数は 1202 語、医学部

編入試では標準的な長さです。コロナウイルスのパンデミック状況下において、数に限りがある人工呼吸器

をどう配分するかということに関する話です。日本において、トリアージの必要性が強く認識されるように

なった一つの契機は、1995 年の阪神大震災かもしれません。震災のあった兵庫県では、その後 JR の脱線事

故が起き、震災の経験が不幸にも活かされることになりました。医療現場の方々の苦悩は、想像を絶するも

のだったと思います。 

 
＊ 英文 

 
Paragraph１ / The Covid-19 pandemic has led to 

severe shortages of many essential goods and 

services, from hand sanitizers and N-95 masks to 

ICU beds and ventilators. Although rationing is not 

unprecedented, never before has the American 

public been faced with the prospect of having to 

ration medical goods and services on this scale. 

 

 
Paragraph２ / Of all the medical care that will 

have to be rationed, the most problematic will be 

mechanical ventilation. Several countries, but not 

 Covid-19 のパンデミックにより、手指消毒剤や

N95 マスクから、ICU ベッドや人工呼吸器にいた

るまで、必須の財やサービスの多くに関し、深刻な

不足が発生している。供給制限は前例がないわけで

はないとはいえ、アメリカ国民が、医療関連の財や

サービスについて、これほどの規模で制限を余儀な

くされる可能性に直面するのは、かつてないことで

ある。 

 
 供給制限をかけなければならない全て医療の中

で、最も問題含みなものは、人工呼吸器であろう。

これまでの過去において、人工呼吸器の不足を経験
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the United States, have already experienced a 

shortage of ventilators. Acute care hospitals in the 

United States currently have about 62,000 full-

function ventilators and about 98,000 basic 

ventilators, with an additional 8900 in the Office of 

the Assistant Secretary for Preparedness and 

Response Strategic National Stockpile. The Centers 

for Disease Control and Prevention estimates that 

2.4 million to 21 million Americans will require 

hospitalization during the pandemic, and the 

experience in Italy has been that about 10 to 25% of 

hospitalized patients will require ventilation, in 

some cases for several weeks. On the basis of these 

estimates, the number of patients needing 

ventilation could range between 1.4 and 31 patients 

per ventilator. Whether it will be necessary to ration 

ventilators will depend on the pace of the pandemic 

and how many patients need ventilation at the same 

time, but many analysts warn that the risk is high. 

 

 

 

 
Paragraph３ / Although shortages of other goods 

and services may lead to deaths, in most cases it will 

be the combined effects of a variety of shortages that 

will result in worse outcomes. Mechanical 

ventilation is different. When patients’ breathing 

deteriorates to the point that they need a ventilator, 

there is typically only a limited window during which 

they can be saved. And when the machine is 

withdrawn from patients who are fully ventilator-

dependent, they will usually die within minutes. 

Unlike decisions regarding other forms of life-

sustaining treatment, the decision about initiating 

or terminating mechanical ventilation is often truly 

a life-or-death choice. 

 
Paragraph ４  /  Many states have developed 

strategies for rationing during pandemics. The New 

した国はいくつも存在する。ただし、それにアメリ

カは含まれていない。現在、アメリカの救急病院は、

全機能搭載型の人工呼吸器をおよそ 62000 台、基

本機能搭載型の人工呼吸器をおよそ 98000 台保有

している。さらに、事前準備・対応次官補局の戦略

的国家備蓄として、8900 台の人工呼吸器が用意さ

れている。CDC〈 The Centers for Disease Control 

and Prevention・アメリカ疾病対策センター 〉は、

パンデミック状況下において、240 万人から 2100

万人が入院を余儀なくされると推定している。ま

た、イタリアの経験から言えることもある。それは、

入院患者のおよそ 10％から 25％において、人工呼

吸器が必要となり、場合によって、その装着期間は

数週間におよぶだろうということだ。こうした推定

に基づけば、人工呼吸器を必要とする患者の数は、

人工呼吸器一台あたり 1.4 人から 31 人におよぶ可

能性がある。人工呼吸器の使用に制限をかける必要

があるか否かは、パンデミックの進行状況、また、

同時期にどれほどの数の患者が人工呼吸器を必要

とするかに左右されることになる。しかし、多くの

アナリストは、リスクの高さについて警告を発す

る。 

 
 他の財やサービスの不足によっても、死亡がもた

らされる可能性はあるだろう。とはいえ、ほとんど

の場合、様々な不足が複合的に重なった影響が原因

となって、より深刻な結果がもたらされることにな

るだろう。人工呼吸器の場合は、状況が異なる。患

者の呼吸状態が、人工呼吸器を必要とする段階にま

で悪化した場合、一般には、そうした患者を救える

時間枠はごくわずかである。そして、人工呼吸器に

完全に依存している患者から、人工呼吸器を外せ

ば、通例、数分以内に当該患者は死に至る。生命維

持に関わる他の種類の治療に関する判断と異なり、

人工呼吸器を装着すること、もしくは、それは外す

ことに関する判断は、しばしば、真の意味で生死を

左右する判断となる。 

 
 多くの州が、パンデミック状況下において、供給

制限の戦略を打ち出している。ニューヨーク州のガ
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York Guidelines target saving the most lives, as 

defined by the patient’s short-term likelihood of 

surviving the acute medical episode. Rationing is 

performed by a triage officer or a triage committee 

composed of people who have no clinical 

responsibilities for the care of the patient. Triage 

proceeds in three steps: application of exclusion 

criteria, such as irreversible shock; assessment of 

mortality risk using the Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA) score, to determine priority for 

initiating ventilation; and repeat assessments over 

time, such that patients whose condition is not 

improving are removed from the ventilator to make 

it available for another patient. 

 

 

 
Paragraph５ / Anticipating the need to allocate 

ventilators to the patients who are most likely to 

benefit, clinicians should proactively engage in 

discussions with patients and families regarding do-

not-intubate orders for high-risk subgroups of 

patients before their health deteriorates. Once 

patients have already been placed on mechanical 

ventilation, decisions to withdraw it are especially 

fraught. Less than 50 years ago, physicians argued 

that withdrawing a ventilator was an act of killing, 

prohibited by both law and ethics. Today, withdrawal 

of ventilatory support is the most common proximate 

cause of death in ICU patients, and withdrawal of 

this support at the request of a patient or surrogate 

is considered an ethical and legal obligation. 

Withdrawal of a ventilator against the wishes of the 

patient or surrogate, however, is primarily done only 

in states and hospitals that permit physicians to 

unilaterally withdraw life support when treatment is 

determined to be futile. 

 
Paragraph６ / Decisions to withdraw ventilators 

during a pandemic in order to make the resource 

イドラインは、最大多数の命を救うことを目標とし

ている。この場合の最大多数の定義は、短期的に、

急性発症で命を落とさない可能性という観点に立

ったものである。供給制限は、トリアージの担当者、

もしくは、患者の治療に臨床的な責任を負わない人

から構成されるトリアージ委員会によって行われ

る。トリアージは、3 つの手順に沿って進められる。

一つ目の手順は、不可逆性ショックといったよう

な、除外基準の適用である。二つ目の手順は、人工

呼吸器の使用を始める優先度を決定する上での、連

続臓器不全評価スコア〈 SOFA・重要臓器の障害度

を数値化した指数 〉を用いた死亡リスクの評価で

ある。三つ目の手順は、時間の経過に伴い、再度評

価を行うことである。この再評価次第で、病状に改

善が見られない患者から人工呼吸器を外し、それを

別の患者のために使用することになる。 

 
 人工呼吸器を、最も効果が期待できる患者に割り

当てる必要性を予想して、臨床医は、健康状態が悪

化する前の段階において、リスクの高い患者サブグ

ループの挿管拒否表示に関する、患者および家族と

の話し合いを積極的に行うべきである。すでに、患

者に人工呼吸器が取り付けられている場合、それを

外す判断はとりわけ困難なものとなる。50 年弱前

においては、医師らは、人工呼吸器を外すことは、

法によっても、倫理によっても禁止される殺人行為

であると主張していた。今日では、人工呼吸器によ

る生命維持の停止は、ICU の患者の死亡において、

もっとも一般的な近因となっている。そして、患者

やその代理人の要請によって、こうした生命維持を

打ち切ることは、倫理的、そして、法的な義務であ

ると見なされるようになっている。しかしながら、

患者や代理人の意思に反して人工呼吸器を外すこ

とは、治療の効果がないと判断された場合に、医師

に生命維持を一方的に打ち切ることを認めている

州や病院においてのみ、主として行われる。 

 

 
 パンデミック状況下において、医療資源を別の患

者に配分する目的で人工呼吸器を外す判断は、次に
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available to another patient cannot be justified in 

either of these ways: it is not being done at the 

request of the patient or surrogate, nor can it be 

claimed that the treatment is futile. Even though the 

chances of survival may be low, in the absence of the 

pandemic the treatment would be continued. 

Whereas this type of rationing may not be unusual 

in countries that tragically have a chronic shortage 

of essential ICU care, it is unprecedented for most 

physicians who practice in well-resourced countries. 

Reports from Italy describe physicians “weeping in 

the hospital hallways because of the choices they 

were going to have to make.” 

 

 

 
Paragraph７  /  The angst that clinicians may 

experience when asked to withdraw ventilators for 

reasons not related to the welfare of their patients 

should not be underestimated — it may lead to 

debilitating and disabling distress for some 

clinicians. One strategy for avoiding this tragic 

outcome is to use a triage committee to buffer 

clinicians from this potential harm. We believe that 

such a committee should be composed of volunteers 

who are respected clinicians and leaders among their 

peers and the medical community. 

 

 
Paragraph８ / Advantages of this approach are 

that it allows the physicians and nurses caring for 

the patients to maintain their traditional roles as 

fiduciary advocates, including the opportunity to 

appeal the initial decision of the committee when 

appropriate. While working together to ensure 

consistent and unbiased decisions across patient 

groups, the committee also has the flexibility to 

consider factors that may be unique to a given 

situation. As circumstances change and the 

availability of ventilators increases or decreases, the 

述べるいずれの点においても、正当化できるもので

はない。それは、そうした行為が患者もしくは代理

人の要請によって行われているわけではないとい

う点、また、治療の効果がないと主張できるわけで

もないという点においてである。たとえ、生存の可

能性が低いかもしれない場合であっても、パンデミ

ック状況下でなければ、治療は継続されるだろう。

こうした類の制限は、不幸にも、必須の ICU での

治療が慢性的に不足状況にある国では珍しいこと

ではないかもしれないが、資源が十分にある国で医

療行為を行う大半の医師にとっては、そうしたこと

は前例がないことである。イタリアからの報告で

は、医師が、「 病院の廊下で、これから下さなけれ

ばならない判断について、すすり泣いている様子 」

が述べられている。 

 
 患者の利益に関係のない理由によって、人工呼吸

器を外すことを求められた際に、医師が経験するか

もしれない苦悩を過小評価すべきではない。そうし

た苦悩は、一部の医師に、身体を消耗させるようほ

どの、そして、無能力にさせるほどのストレスを引

き起こす可能性がある。悲劇的な結果を回避する一

つの戦略は、医師に及ぶ潜在的可能性があるこうし

た危害の影響を緩和するために、トリアージ委員会

を活用することである。我々は、そうした委員会が、

同僚や医療界において尊敬される医師や指導者か

ら成るボランティアで構成されるべきであると考

える。 

 
 この方法の利点は、この方法によって、患者の治

療にあたる医師や看護師が、受託者としての従来の

役割を維持できることにある。これには、適切と認

められる場合には、委員会の当初の判断に関し、抗

議する機会も含まれる。委員会は、患者集団間にお

いて、一貫性があり、バイアスがかかっていない判

断を確実に下せるよう協働する一方で、同時にま

た、ある一定の状況に特有的に見られるかもしれな

い要因も考慮できるような柔軟性も備えている。状

況に変化が生じ、人工呼吸器の利用可能性に増減が

発生すれば、それに応じて、委員会は、最善の結果
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committee can adjust its rationing criteria to 

produce the best outcomes. Finally, when a hospital 

is placed in the unavoidable but tragic role of making 

decisions that may harm some patients, the use of a 

committee removes the weight of these choices from 

any one individual, spreading the burden among all 

members of the committee, whose broader 

responsibility is to save the most lives. 

 

 
Paragraph ９  /  In addition to removing the 

responsibility for triage decisions from the bedside 

clinicians, committee members should also take on 

the task of communicating the decision to the family. 

The treating clinicians may be motivated to try to 

comfort the family by telling them that mechanical 

ventilation is not being provided because it would be 

futile and by reassuring them that everything 

possible has been done. Though well intentioned, 

such inaccurate representations could ultimately 

undermine public trust and confidence. Having the 

committee members communicate these decisions 

would ensure that the message is clear and accurate, 

helping to prevent confusion or misunderstandings. 

 

Paragraph10 / Similarly, the physicians, nurses, 

or respiratory therapists who are caring for the 

patient should not be required to carry out the 

process of withdrawing mechanical ventilation; they 

should be supported by a team that is willing to serve 

in this role and that has skills and expertise in 

palliative care and emotional support of patients and 

families. Pain and suffering at the end of life can be 

controlled, and these patients deserve the best that 

palliative care can provide. 

 

Paragraph11 / In the weeks ahead, physicians in 

the United States may be asked to make decisions 

that they have never before had to face, and for 

which many of them will not be prepared. Though 

をもたらすことができるよう、供給制限の基準を調

整すればいいのである。最後に、病院が、一部の患

者にとり不利益となる可能性のある判断を下すと

いう、不可避的ではあるが、悲劇的な役割を担う立

場に置かれた場合、委員会を活用にすることによ

り、誰問わず個々人から、こうした判断を下す重圧

が取り除かれ、委員会のメンバー全員でそうした負

担が広く分散されることになる。委員会のより広範

な責任は、最大多数の命を救うことにあるのだ。 

 
 さらに、臨床医のトリアージの判断に関する責任

を免除することに加え、委員会のメンバーは、また、

家族に判断を伝える任務も負うべきである。治療に

あたる医師には、人工呼吸器をつけても効用がない

として、装置の提供を行わないと家族に伝えること

によって、そして、尽くせる手段を全て講じたと伝

えて家族を安堵させることによって、彼らを慰めよ

うとする動機が生ずるかもしれない。善意によるも

のであるとはいえ、そうした不正確な説明の仕方

は、究極的には、一般国民の信頼や信用を損ねる恐

れがある。委員会のメンバーにこうした判断を伝え

てもらうことができれば、メッセージが明確かつ正

確となり、混乱や誤解を防ぐ上で有用となるだろ

う。 

 
 同様に、医師、看護師、また、呼吸療法士といっ

た患者のケアを担う人たちに、人工呼吸器を外すプ

ロセスを担うことを求めるべきではない。そうした

人たちは、こうした役割を積極的に担い、そして、

患者や家族に対する緩和ケアおよび精神的支援に

関し、スキルと専門知識をもつチームのサポートを

受けるべきである。終末期の痛みや苦痛は制御可能

なものである。そして、こうした患者は、緩和ケア

が提供しうる最善の治療を受けるに値する立場に

あるのだ。 

 
 これからの数週間において、アメリカの医師は、

これまでに全く直面を迫られたことのないような、

しかも、医師の多くは心構えもできていないような

判断を求められることになるかもしれない。中に
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some people may denounce triage committees as 

“death panels,” in fact they would be just the 

opposite — their goal would be to save the most lives 

possible in a time of unprecedented crisis. Creation 

and use of triage committees, informed by experience 

in the current pandemic and prior written 

recommendations, can help mitigate the enormous 

emotional, spiritual, and existential burden to which 

caregivers may be exposed. 

 

 
〈 The Toughest Triage — Allocating Ventilators in a 

Pandemic, NEJM, May 21, 2020 〉 

は、トリアージ委員会を、「 死の委員会 」と非難

するものをいるかもしれないが、実際は、そうした

委員会は、全く逆の存在だろう。委員会の目的は、

前例のないような危機的状況の中で、できうる限り

多くの命を救うことになるだろう。現在のパンデミ

ックの経験、および、文書として記録に残っている

過去の勧告を指針として、トリアージ委員会を設立

し、それを活用することにより、医療従事者がさら

されるかもしれない、感情的、精神的、そして、実

存的な膨大な負担が軽減されるかもしれない。 

 

 
                                         （ 白川 泰成 ） 

 

 

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拡大により、愛知県に緊急事態宣言が発令されましたが、KALS 名駅校は通常通り

開館しております。ご来校の際はこちらをご確認のうえ、十分気を付けてお越しください。 

 

今後の感染拡大状況により、各校舎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≫ 

 
【チュートリアルのご案内】 
 
「基礎復習テスト 生命科学２ 解説講義」 120 分 

 

＜新宿本校＞ 8/15（土）15:00～17：00 

＜名駅校＞ 8/21（金）～DVD 視聴可能 

＜新大阪校＞ 8/23（日）10:00～11：30 ※新大阪校 LIVE 講義は 90 分にて実施 

＜WEB 通信＞ 8/25（火）～配信予定 

 

 
【テスト実施のご案内】 

  

■基礎シリーズ復習テスト 

 

＜新宿本校＞  

https://school.kals.jp/meieki?_ga=2.33241272.72174235.1596698252-839721292.1577174295&_ttr=3d42cbe3e6bd718dadf1a226e1b63b251596850638661tc1-1596850638661
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生命科学① ＃1～＃10 80 分  終了しました 

生命科学② ＃11～＃16 90 分  終了しました 

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

医学英文法Ⅰ 終了しました 

医学英文法Ⅱ 9/27（日）60 分 13:30～14:30 

スタンダード物理Ⅰ 終了しました 

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 終了しました 

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  終了しました 

生命科学② ＃11～＃16 90 分 終了しました 

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

医学英文法Ⅰ 終了しました 

医学英文法Ⅱ 9/19（土）～配布開始 

スタンダード物理Ⅰ配布中（8/28 まで） 

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配布中（8/28 まで） 

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  終了しました 

生命科学② ＃11～＃16 90 分  終了しました 

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

医学英文法Ⅰ 終了しました 

医学英文法Ⅱ 9/12（土）60 分 13:00～14:00 

スタンダード物理Ⅰ 終了しました 

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 終了しました 

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  終了しました 

生命科学②  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 終了しました 

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 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 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） 

※生命科学①、医学英文法Ⅰの第１回目の提出期限は終了したしましたが、 

2020 年 12 月 18 日(金)までにご提出いただければ、随時受付・採点いたします。 

 

 

≪２０２０年度実施試験対応≫ 

 

 

 

◆プレミアム講座  お申込受付中！ 
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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 

 

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 

 

 

 

◆医学部学士編入 直前対策 個人面接対策 お申し込み受付中！ 

 

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/information/medical-trn-150302#b-494333 

 

 

◆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
https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/ind-int
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302#b-494333
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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＞ 

LIVE 講義申込受付は終了しました 

＜名駅校／新大阪校＞ 

DVD 順次視聴可能 

※申込（支払）期限：11/20（金） 

 

＜WEB 通信＞ 

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 

 

 

 

 

◆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。 

 

 

◆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 

「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） 

「医学英語 長文読解対策」 120 分  

「実戦実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：120 分） 

「受験校の選択 2020 夏」 45 分 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

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

※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/33033 

【名駅校】  https://school.kals.jp/student-mk/blog/32926 

【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/33033
https://school.kals.jp/student-mk/blog/32926
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

