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ワクチン・ナショナリズムにどう対処すべきか？ ― 公平なワクチン提供の必要性 ― 

 

 
  今回の医学部 NEWS では、NEJM に掲載された英文〈 2021 年 4 月 8 日の perspective 〉を紹介します。

原題は『 From Vaccine Nationalism to Vaccine Equity — Finding a Path Forward  』です。語数は 1391 語

と、少し長い英文です。ワクチンの途上国への提供を通じ、自国の影響力を高めようとするワクチン外交の動

きも、一部の大国には見られますが、公平なワクチンの配布を実現するにはどうすればいいのかについて、本

文では取り組みが紹介されます。自国中心主義に対抗し、世界中の人々に公平な形でワクチンを提供すること

の重要性をあらためて痛感します。 

 
＊ 英文 

 
Paragraph１ / The global effort to develop safe 

and effective Covid-19 vaccines has yielded 
remarkable results, owing in part to early, decisive 
investments in clinical discovery through efforts 
such as Operation Warp Speed. These achievements 
highlight the payoff of stable, long-term support of 
basic research and immunology: our scientific 
community was prepared to act. Now, as the global 
community faces scarce supply, we confront a 
distressing reality: our current global vaccination 
rates of roughly 6.7 million doses per day translate 
to achieving herd immunity (70 to 85% of the 
population having received a two-dose vaccine) in 
approximately 4.6 years. Vaccine distribution 
remains nonexistent in many of the poorest 
countries, and experts anticipate that 80% of the 

 安全で効果的な Covid-19 ワクチンを開発するた

めの世界規模の取り組みは、目覚ましい成果をもた

らした。この要因の一つとして、ワープ・スピード

作戦などの取り組みを通じた、臨床発見への早期か

つ決断力のある投資が挙げられる。こうした達成

は、基礎研究および免疫学に対する安定的かつ長期

的なサポートの成果を際立たせるものといえよう。

我々の科学界は行動を起こす準備が整っていた。国

際社会が供給不足に陥っている現在、我々は、悩ま

しい現実に直面している。一日当たり約 670 万回

という現在の世界のワクチン接種率は、集団免疫

〈 人口の 70％から 85％が、ワクチン接種を 2 回

受けている状況 〉を確立するのにおよそ 4.6 年要

すると言い換えられる。最貧国の多くにおいては、

ワクチンの配布は依然として行われていない。そし

て、専門家らは、資源が乏しい環境に置かれた人々
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population in low-resource settings will not receive a 
vaccine this year. Although investment in discovery 
is critical, the long-term neglect of public health and 
global delivery strategies has left us poorly equipped 
to end this pandemic. 
 
 
Paragraph ２  /  The complex bottlenecks in 

allocating and disseminating newly approved 
vaccines require urgent attention. They include 
ensuring production capacity, supply chains, human 
resources, and health infrastructures to deliver 
vaccines safely, effectively, and quickly. Barriers to 
vaccine uptake are augmented by mistrust, 
misinformation, and historical legacies affecting 
vaccine confidence. Even wealthy countries have 
faced formidable obstacles and made critical 
missteps in implementing mass-vaccination 
programs. 
 
Paragraph ３  /  Furthermore, the early 

competitive procurement of vaccines by the United 
States and purchases by other high-resource 
countries have fed a widespread assumption that 
each country will be solely responsible for its own 
population. Such vaccine nationalism perpetuates 
the long history of powerful countries securing 
vaccines and therapeutics at the expense of less-
wealthy countries; it is short-sighted, ineffective, 
and deadly. Ultimately, wealthy countries have a 
critical interest in assisting global vaccination, 
especially in countries that will need supportive 
partnerships to ensure supply and delivery. 
Moreover, an uncoordinated patchwork of immunity 
could exacerbate the rise of escape variants that 
could alter vaccines’ effectiveness. 
 
Paragraph ４  /  These inequalities reveal a 

fundamentally flawed view of global health, and our 
global economy more broadly, in which vaccines and 

の 80%が、今年の中にワクチン接種を受けること

はできないと予想する。発見への投資は極めて重要

ではあるが、一方で、公衆衛生およびグローバル規

模でのデリバリー戦略を長期的に軽視してきたこ

とにより、今回のパンデミックを終息させる上での

我々の態勢は不十分なものとなっている。 

 
 新たに承認されたワクチンの配分および普及に

おける複雑なボトルネックには、緊急に注意が求め

られる。これには、ワクチンを、安全に、そして、

効果的に、さらに迅速に届けるための生産能力、サ

プライチェーン、人的資源、そして、医療インフラ

の確保が含まれる。ワクチン接種に対する障壁は、

不信感、誤った情報、そして、ワクチンの信頼に影

響を及ぼす歴史的遺産によって増大する。富裕国で

さえ、これまで大きな障壁に直面してきた。そして、

大量ワクチン接種プログラムの実施において、重大

な失敗を犯してきた。 

 
 
 さらに、アメリカが早期に行ったワクチンの競争

的調達、および、資源が豊富な他国による購入は、

各国が自国民に対し単独で責任を負っているとの

前提を広範な範囲で促すことになった。このような

ワクチン・ナショナリズムは、力をもつ国が、富裕

でない国を犠牲にしてワクチンや治療法を確保す

るという長い歴史を永続的なものにしてしまう。ワ

クチン・ナショナリズムは、近視眼的で、効果がな

く、そして、致命的なものである。最終的には、富

裕国は、世界規模において、とりわけ、供給と配達

を確実にする上で協力的なパートナーシップを必

要とする国において、ワクチン接種を支援すること

に大きな利害関係をもつようになる。さらに、免疫

をめぐる状況が、非協調的なパッチワーク状になっ

ていることは、ワクチンの有効性を変える可能性の

あるエスケープ変異株の出現を増幅させる恐れが

ある。 
 こうした不平等は、世界の健康に対する、そして、

より広い視点に立てば、我々のグローバル経済に対

する根本的に欠陥のある見解を露呈する。グローバ
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essential medications are treated as a market 
commodity rather than as a public good. We have 
seen similar policies enacted during past pandemics. 
During the height of the HIV epidemic, for example, 
most low-resource countries could not access 
lifesaving antiretroviral therapy because of the 
prohibitively high prices set by the pharmaceutical 
industry and the belief within United Nations 
agencies and among major donors that the focus in 
these settings should be on prevention instead of 
treatment. The commodification of global public 
goods reinforces widespread inequities in access and 
exacerbates vast disparities in health and economic 
well-being. Ultimately, addressing critical 
constraints is both a moral issue and one of national 
security that requires bold, decisive action to ensure 
expansion of supply, distribution, and delivery of 
Covid-19 vaccines. 
 
Paragraph５  /  The United States, under the 

Biden administration, and the G7 nations have 
committed support for global vaccine procurement 
through the Covid-19 Vaccines Global Access 
(COVAX) program, which supplies vaccines to low- 
and middle-income countries, but this funding alone 
remains inadequate. Currently, COVAX plans to 
vaccinate at least 20% of the population of 
participating countries by the end of 2021. Though 
this would be a substantial achievement, it falls far 
short of the goal of securing global herd immunity in 
a timely fashion. 
 
Paragraph ６  /  The United States has an 

opportunity to lead by building on past effective 
efforts and investing in strategies with proven 
success. The challenges of delivering costly HIV 
therapeutics to low-resource settings inspired the 
creation of programs such as the President’s 
Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) and the 
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and 

ル経済においては、ワクチンや必須医薬品は、公共

財ではなく市場商品として扱われる。我々は、これ

までも、過去のパンデミックにおいて制定された同

様の方針を目の当たりにしてきた。例えば、HIV の

流行の最盛期において、資源が乏しい国の大半で

は、命を救うことができる抗レトロウイルス治療を

受けることができなかった。これは、製薬業界が法

外に高い価格を設定したこと、および、国連機関内

および主要なドナー〈 援助資金供与者 〉の間で、

こうした状況においては、治療ではなく予防に焦点

を当てるべきだという考えがあったことによる。グ

ローバル公共財の商品化は、アクセスにおける不平

等を広範にわたり強化する。そして、健康と経済的

幸福の大きな格差を一層悪化させる。最終的には、

重大な制約に対処することは道徳的な問題である

と同時に、Covid-19 ワクチンの供給、配布、および

配送を確実に拡大するために大胆かつ決定的な行

動を必要とする国家安全保障の一つとなる。 

 
 バイデン政権下のアメリカおよび G7 諸国は、低

中所得国にワクチンを供給する、Covid-19 ワクチ

ン・グローバルアクセス〈 COVAX 〉プログラム

を通じ、世界規模でのワクチン調達の支援をすでに

表明しているが、この資金だけでは依然として十分

とはいえない。現在、COVAX は、2021 年末まで

に、参加国の人口の少なくとも 20%にワクチン接

種を行うことを計画している。これは〈 実現され

れば 〉大きな成果となるであろうが、世界全体に

おいて、時宜を得た形で、集団免疫を確立するとい

う目標には程遠い。 

 
 
 アメリカは、過去の効果的な取り組みを活かし、

実証済みの成功をすでに収めている戦略に投資す

ることによって、リードする機会を有している。資

源の乏しい環境において、高額な費用を要するHIV
治療を提供するという課題は、大統領エイズ救済緊

急計画〈 PEPFAR 〉、および、エイズ、結核、そ

して、マラリアに対処するグローバルファンドとい

ったプログラムの策定を促すことになった。こうし
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Malaria, which have been critical to ensuring global 
scale-up of antiretroviral therapy for populations 
that previously lacked access. Reflecting on the 
impact of PEPFAR, which was approved with 
bipartisan congressional support in 2003, Anthony 
Fauci noted on the program’s 15th anniversary that 
“PEPFAR has done as much as or more than any 
other program in enhancing the humanitarian image 
of the United States and has firmly established it as 
a key player in the response to a historic global 
health crisis.”  
 
 
Paragraph７ / The United States could build on 

PEPFAR’s success by committing to what some 
experts have dubbed a President’s Emergency Plan 
for Vaccine Access and Relief (PEPVAR). Such a 
program could integrate global health needs into 
ongoing funding priorities, augment funding for 
vaccine production and delivery, and assist in 
building critical health infrastructures, while 
providing the Biden administration an opportunity 
to rejoin the global diplomatic community. 
 
 
Paragraph ８  /  PEPVAR could use strategic 

lessons from the global responses to HIV, H1N1 
influenza, and Ebola by engaging with multinational 
organizations such as the World Health 
Organization, as well as governments, ministries of 
health, and affected communities. The program 
could help accelerate distribution of Covid-19 
vaccines, working with national governments and 
multilateral organizations. Unlike COVAX, whose 
mission is primarily to increase and improve vaccine 
delivery to countries that are most in need, PEPVAR 
could partner with, support, and accelerate existing 
institutional mechanisms for ensuring vaccine 
access. Like PEPFAR, it could focus attention on 
data and analytics, equitable distribution, workforce 

たプログラムは、従前なら治療を受けることができ

なかった階層の人々に、抗レトロウイルス治療を確

実に拡大する上で重要なものとなっている。

Anthony Fauci は、プログラムの 15 周年に、2003
年、超党派の議会の支持を得て承認された

PEPFAR の効果を顧みて、「 PEPFAR は、アメリ

カの人道的イメージを高める上で、他のどのプログ

ラムに劣らぬ、もしくは、他のどのプログラムにも

まさる貢献をした。そして、PEPFAR によって、歴

史的な世界規模の健康危機への対応における重要

なプレーヤーとしての地位をアメリカは確立し

た 」と指摘した。 

 
 アメリカは、一部の専門家がワクチンアクセスと

救済のための大統領緊急計画〈 PEPVAR 〉と呼ん

でいる計画に傾注することによって、PEPFAR の

成功に基づいて対策を進めることができる。こうし

たプログラムによって、世界の健康ニーズを現在進

行中の資金提供における優先事項に取り込み、ワク

チンの生産と配達のための資金を増やし、そして、

重要な医療インフラの構築の支援を行うことがで

きるかもしれない。また一方で、こうしたプログラ

ムは、バイデン政権に世界の外交コミュニティ再び

参加する機会をもたらしてくれるかもしれない。 

 
 PEPVAR においては、世界保健機関〈 WHO 〉
のような多国間組織、さらに、各国政府、保健省、

そして、影響を受けたコミュニティと関わることに

より、HIV、H1N1 インフルエンザ、そして、エボ

ラ出血熱に対する世界的な対応から得られた戦略

的教訓を活用することができる。このプログラム

は、各国政府および多国間組織と協働して、Covid-
19 ワクチンの配布を加速させることにおいて寄与

できるかもしれない。最も必要としている国へのワ

クチンの配達を拡大し、配達状況を改善することを

主たる使命とする COVAX とは異なり、PEPVAR
は、ワクチンアクセスを確保するための既存の制度

的仕組みと提携し、それを支援し、加速させること

ができるかもしれない。PEPFAR と同様に、

PEPVAR は、データおよび分析、公平な配布、労
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development, and future pandemic preparedness, 
while accelerating development of additional 
necessary vaccines to address potential viral 
variants. 
 
 
Paragraph９  /  The success of such programs 

rests on immediate expansion of the supply of 
approved Covid-19 vaccines. India, for example, has 
secured substantially more vaccine than other low- 
and middle-income countries thanks to a 
partnership between AstraZeneca and the Serum 
Institute of India, one of the world’s largest vaccine 
manufacturers. The agreement allowed AstraZeneca 
to leverage the Serum Institute’s manufacturing 
capacity in exchange for vaccine doses for Indian 
citizens. Other pharmaceutical companies have also 
entered into agreements to expand global production 
by means of horizontal cooperation. Novartis, for 
example, has announced an initial agreement to help 
manufacture the Pfizer–BioNTech vaccine. 
 
Paragraph10  /  Though pharmaceutical 
companies have preferred to use voluntary licensing 
agreements to control who can produce a patented 
good, pressure has mounted on the World Trade 
Organization to consider a Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS) waiver for 
Covid-19 vaccines. This proposal, put forward by 
India and South Africa and supported by more than 
90 countries, would temporarily waive 
pharmaceutical patent protection, and substantially 
reduce the costs of manufacturing vaccines globally. 
Opponents of a TRIPS waiver argue that intellectual 
property protection is key to vaccine discovery and 
that without it, future innovation will be limited. 
While recognizing that patents provide essential 
incentives for companies to invest in drug and 
vaccine discovery, we believe the context of a 
pandemic, combined with the $18 billion in public 

働力開発、そして、将来のパンデミックに対する備

えに焦点を当てることになるかもしれない。また、

一方で、潜在的なウイルス変異株に対処する上で、

追加的に必要となるワクチンの開発を加速させる

ことができるかもしれない。 

 
 こうしたプログラムの成功は、承認された

Covid-19 ワクチンの供給の即時拡大に基づく。例

えば、インドは、アストラゼネカと世界最大のワク

チン製造業者の一つであるインド血清研究所との

パートナーシップのおかげで、他の低中所得国を大

きく上回る量のワクチンを確保している。この合意

により、アストラゼネカは、インド国民に対するワ

クチン投与と引き換えに、インド血清研究所の製造

能力を活用することができるようになった。他に

も、水平的協力によって、グローバル生産を拡大す

る協定をすでに結んでいる製薬会社も存在する。例

えば、ノバルティスは、ファイザーと BioNTech
〈 ビオンテック 〉が共同開発したワクチンの製造

を支援する最初の合意を発表した。 

 
 
 製薬会社は、だれが特許を取得した財を生産でき

るかをコントロールするために、自発的なライセン

ス許諾契約を使用することをこれまで好んだが、世

界貿易機関〈 WTO 〉に対し、Covid-19 ワクチン

の知的所有権の貿易関連の側面〈 TRIPS 〉の放棄

について検討するようせまる圧力が今高まってい

る。インドおよび南アフリカが提起し、そして、90
ヶ国以上が支持するこの提案は、医薬品特許保護を

一時的に放棄し、そして、ワクチンの製造コストを

世界規模で大幅に削減することになるものである。

TRIPS 放棄に反対の立場をとる人たちは、知的財

産保護はワクチン発見の鍵となる重要なものであ

り、そうした保護がなければ、将来の革新的開発に

制限が加えられることになると主張する。我々は、

特許が企業が医薬品やワクチンの発見に投資する

上での不可欠なインセンティブ〈 誘因 〉を提供し

てくれるものであるということは認識している。一

方で、パンデミックという現在の状況は、すでに
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funding that has already supported the development 
of Covid-19 vaccines, may argue against patent 
protection at this time. 
 
 
Paragraph11 / Even with patent waivers, we may 
simply lack sufficiently consistent manufacturing 
capacity globally to develop and produce the current 
generation of vaccines. Long-term investment 
strategies are critical if we are to withstand the 
current pandemic and be prepared for future ones. 
Beyond expanding short-term supply, fostering 
global cooperation will better situate the global 
economy to rapidly supply vaccines and therapeutics 
in the future. Such cooperation is not only a matter 
of social justice, it is also a sound pragmatic response 
to ending a pandemic in which a virus and its 
variants easily cross borders. With a globally 
coordinated strategy, epidemiology, efficacy, and 
ethics can be fully aligned. 
 
Paragraph12  /  Covid-19 vaccines provide a 
pathway out of this pandemic, but bold, innovative 
policies that ensure fast and fair distribution are also 
critical. The United States has an unusual and 
urgent opportunity to ensure that Covid-19 vaccines 
are available to all. As Ursula von der Leyen, 
president of the European Commission, recently 
explained: “A global pandemic requires a world effort 
to end it — none of us will be safe until everyone is 
safe.” The Biden administration is well positioned to 
take a leadership role in this next critical phase. 
 
 
 
Paragraph13 / Vaccinating the world is not only a 
moral obligation to protect our neighbors, it also 
serves our self-interest by protecting our security, 
health, and economy. These goals will not be 
accomplished by making the world wait for wealthy 

Covid-19 ワクチンの開発の支援に 180 億ドルもの

公的資金が投じられていること併せて考慮すれば、

現時点での特許保護とは相反する可能性もあると

我々は考える。 

 
 特許権が放棄されたとしても、現在の世代のワク

チンを開発し、生産するのに十分なほど着実な製造

能力が世界規模で絶対的に不足する可能性もある。

現在のパンデミックに耐え、さらに、将来のパンデ

ミックに備えるためには、長期的な投資戦略が重要

となる。短期的に供給を拡大することを超えて、グ

ローバル規模での協力関係を醸成することにより、

世界経済の状況は、将来においてワクチンや治療法

を速やかに提供する上で、よりよくなるだろう。こ

のような協力は、社会正義の問題であるだけにとど

まらず、さらには、ウイルスとその変異株が容易に

国境を越えてしまうパンデミックを終息させる上

で、健全かつ現実的な対応ともなる。国際的な協調

が図られた戦略により、疫学、有効性、倫理を完全

に連携させることが可能となる。 

 
 Covid-19 ワクチンは、このパンデミックから脱

却する道筋をもたしてくれる。しかし、迅速かつ公

平な配布を確実にする大胆かつ革新的な政策も重

要となる。アメリカは、全ての人が確実に Covid-19
ワクチンを接種できるようにする独自かつ緊急の

機会を有している。欧州委員会の Ursula von der 
Leyen〈 ウルズラ・フォン・デア・ライエン 〉委

員長は、先ごろ、「 世界的なパンデミックを終息さ

せるためには、世界規模の取り組みが必要となる。 
全ての人が安全にならない限り、我々の誰も安全と

はならない 」と説明した。バイデン政権は、この

次の重要な段階でリーダーシップを発揮する上で、

有利な立場にある。 

 
 世界中の人々にワクチンを接種することは、我々

の隣人を守る道徳的義務にとどまらない。そうした

接種は、我々の安全、健康、そして、経済を保護す

ることを通じて、我々自身の利益に資することにも

なる。これらの目標は、富裕国が最初にワクチン接
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countries to be vaccinated first. By investing in 
multilateral partnerships with a sense of shared 
commitment and employing a global allocation 
strategy that increases supply and manufacturing, 
we can meet the urgent challenge of Covid-19, while 
creating sustainable infrastructures and health 
systems for the future. Getting the world vaccinated 
may well be the critical test of our time. 
 
〈 From Vaccine Nationalism to Vaccine Equity — 
Finding a Path Forward, NEJM, April 8, 2021 〉 

種を受けるのを世界に待たせることによって達成

されるわけではない。共通の責任感をもって、多国

間パートナーシップに投資し、そして、供給と製造

を拡大するグローバル規模の配分戦略を採用する

ことによって、Covid-19 という緊急の課題に対処

し、一方で、将来に向けた持続可能なインフラおよ

び医療システムを構築することが可能となる。世界

中の人々にワクチン接種を受けさせることは、今日

の重要な試金石となるだろう。 

 

 
＊ 注釈 

 
  ボトルネック〈 bottleneck 〉とは、システム設計上の制約の概念。直訳は『 瓶の首 』。 

 
 
                                   〈 白川 泰成 〉 

 
 
 

事務局より 

 

【緊急・重要／新型コロナウイルス関連】  

【注意喚起】 新型コロナウイルス等、感染予防のお願い 
 

 

◇入試情報を確認しましょう 

 

本年度の募集要項発表が始まっています。随時情報が判明次第、マイルームにて 

ご案内いたしますので、適宜ご確認ください。 

＜入試情報＞ 

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

※更新の際は都度マイルームにてお知らせしています。 

 

★新潟大学において、令和４年度より医学科第２年次編入学（学士入学）の募集を 

停止する予定であることがＨＰにて発表されました。 

現在、文部科学省への手続きを進めており、決定次第、改めて HP で発表されます。 

受験を予定されていた方はご注意ください。 

 

https://school.kals.jp/information/notes-200807
https://school.kals.jp/information/medical-trn-exn
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≪２０２1 年度実施試験対応≫ 

◆プレミアム講座＜WEB 通信＞ 

4/28（水）視聴開始の WEB 通信講座で、過去問分析や弱点克服のための講座です。 

合格“確度”の向上を目指して、ご自身の学習状況に応じご受講をご検討ください。 

 

▼ラインナップはこちら▼ 

特定大学過去問分析（大阪大学） 

物理・化学過去問分析 

生命科学過去問分析 

文系のための統計入門 

医学統計（疫学）対策 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

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

 

 

◆直前対策／出願書類対策講座＜WEB 通信＞ 

 

出願書類の仕上げとして、各大学のテーマ・文字数に合わせた課題論文・志望理由書・ 

自己推薦書等をきめ細かく添削する、直前期対策講座です。 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/dcm2021 

 

 

◆実戦シリーズ実力テスト ・第３回単語テスト 

 

◎受験対象：2021年度実施試験対応全受講生 

※実戦シリーズ実力テストは 7 月にも同一問題にて実施予定（自宅受験のみ）です。 

受験していただけるのは日程に限らず１回となりますので、どちらかの日程にて登録・ご受験ください。 

 

受験にあたっては、事前に受験方法（会場／自宅）の申込登録が必要です。 

以下より、試験日程・スケジュールをご確認の上、 

4/25（日）15:00 までに登録を行ってください。 

 

＜日程等詳細・登録はこちら＞ 

https://school.kals.jp/information/tst-21cnt 

 

 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/dcm2021
https://school.kals.jp/information/tst-21cnt
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◆公開模試 申込受付中！ 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://www.kals.jp/medical-trn/curriculum/tst/ 
※今年度は自宅受験のみとなり、会場実施はございません。 

 

＜お申込（お支払）期限＞ 

第 1 回公開模試（記述式） 受付終了しました。 

第 2 回公開模試（記号式） 5 月 6 日（木）迄 

 

※期限を過ぎてからのお申し込みは一切できません。余裕を持ってお手続きください。 

 

 

 

◆21 年度対応講座受講生対象 限定講座 

 

①「志望理由書〔添削付〕個別指導講座」  

志望理由書の添削（2 回）と個別指導（1 回／30 分）がセットの講座です。 

志望理由を書いたことのない方にお勧めの講座です。 

 

②「完成医学英語 DRILL（全５回セット）」  

対象者：完成シリーズ医学英語 受講生 

基礎力の固まった方向けの実戦形式の自宅学習用教材（詳細な解答解説付）です。 

 

③「文系のためのミニマム数学（全３講／120 分)」 

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。 

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。 

【名駅校 DVD 講座】 【WEB 通信講座】 

 

④「フォローアップ「確率・統計」講座（全４講／120 分）」  

学士編入試験で過去に出題されたことがある問題・内容で 

ハイレベル数学「確率・統計」では扱わなかった問題を解説いたします。 

 

⑤「トップレベル生命科学テストゼミ（全５講／テスト 60 分・解説講義 60 分）」 

対象者：現在または過去の受講含め、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 

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、総仕上げとしてご活用ください。 

 

https://www.kals.jp/medical-trn/curriculum/tst/
https://school.kals.jp/information/medical-trn-indvdllrn2020
https://dl1.dl.sua.jp/dl/30000-f0234ebd4ad9bceab16c4fbf7eed0f80
https://dl1.dl.sua.jp/dl/31757-fd090bb13f7ff893e46ebfc030d4568e
https://dl1.dl.sua.jp/dl/32455-da6b3e7acfa84ecdf22236d9f151496a
https://dl1.dl.sua.jp/dl/34147-19820ea8031c8470d9b58f0a7e5e57bd
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【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校） 5/2（日）～開始 ※申込期限：4/30（金） 

【WEB 通信講座】  5/13（木）～配信開始 ※申込期限：11/19（金） 

 

▽受講生限定講座の詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/procedure-category#b-395415 

 

 

 

◆21 年度対応講座受講生対象 チュートリアルのご案内 

 

受講生向けに試験情報や教科に関連したトピックなどを扱う無料の特別講義です。 

※チュートリアルは、通信講座をご受講の方も各校舎のＬＩＶＥ講義にご参加いただけます。 

参加予約は不要ですが、校舎へ来校の際は必ず受講証をご持参ください。 

 

～実戦シリーズ生命科学中間テスト解説講義～ 

【新宿本校】 実施済／ＤＶＤ視聴可能 

【名駅校】  ＤＶＤ視聴可能 

【新大阪校】 実施済／ＤＶＤ視聴可能 

【マイルーム】 4/20（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①②③ 解説講義」 各 120 分 

「基礎力判定テスト 解説講義」（英語・物理・化学） 各 90 分 

「受験校の選択」 90 分 

「完成生命科学 中間テスト解説講義」 120 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

「完成実力テスト解説講義（生命科学 120 分、英語 90 分）」 

 

 

◆生命科学テストバンク【WEB 通信講座】 お申込受付中！ 

  

オリジナルの記号式問題演習ツールです。「練習テスト」「模擬テスト」の 2 パターンから構成されており、 

繰り返し利用することで体系的な知識整理が可能です。 

高校範囲を主に扱う「基礎編」と、大学の生命科学に特化した「標準編」のレベルがあります。 

 

▼詳細・お申し込みはこちら▼ 

【基礎編】https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202 

【標準編】https://school.kals.jp/information/medical-trn-141212 

 

 

【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。 

https://school.kals.jp/procedure-category#b-395415
https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202
https://school.kals.jp/information/medical-trn-141212
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※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/34928 

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/34834 

【新大阪校】 https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

 

◎個別カウンセリング（校舎／WEB）の詳細は以下よりご確認ください。 

https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/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/34928
https://school.kals.jp/student-mk/blog/34834
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/counsering.pdf

