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 監獄と社会的死 ― 臨床的出会いにおける人間性の回復 ― 

 
  今回の医学部 NEWS では、NEJM に掲載された英文〈 2021 年 1 月 21 日の perspective 〉を紹介しま

す。原題は『 Incarceration and Social Death — Restoring Humanity in the Clinical Encounter 』です。

語数は 1377 語と、少し長い英文です。こちらは、令和 4 年度の旭川医科大学の編入学試験で採用された英

文です。過去問題の訳例としてもご利用いただけます。話の内容は、患者の人権や人間性に関するものです。

旭川医科大学らしい題材といえるかもしれません。 

 

 
 ＊ 英文 

 
Paragraph１ / Mr. S., a 28-year-old Black man, 

arrived at our department (ED) by ambulance after 

exhibiting altered mental status and agitation in 

jail. While in solitary confinement for 4 days, he 

repeatedly and unsuccessfully sought the attention 

of the medical staff. He was brought to the ED after 

the jail staff noted that he was confused. 

 
Paragraph２ / Mr. S.’s breathing was agonal, so 

he was intubated. He had a core body temperature of 

26.8°C, multiple sacral decubitus ulcers, and 

sequelae of severe hypothermia. He was 

resuscitated, actively rewarmed, and admitted to the 

intensive care unit (ICU). 

 
Paragraph ３  /  Mr. S.’s medical records 

documented previous ED visits for “medical 

 28 歳の黒人男性 S.氏は、刑務所において精神状

態の異常および動揺が見られ、救急車でこの病院の

救急診療部〈 ED 〉に到着した。4 日間の独房監禁

の間、彼は繰り返し医療スタッフに配慮を求めた

が、その努力は実らなかった。刑務所の職員が、彼

が混乱状態にあることに気づき、彼は ED に搬送さ

れたのである。 

 
 S.氏の呼吸は苦痛を伴っていたため、挿管が施さ

れた。彼の中核体温は 26.8°C であった。また、仙

骨褥瘡性潰瘍が多数見られた。さらに、重度低体温

症の後遺症も残っていた。彼は蘇生し、能動的復温

が行われた。そして、集中治療室〈 ICU 〉に入院

した。 

 
 S.氏の医療記録においては、複数回の逮捕におい

て負傷した後、例えば、閉鎖性頭部外傷、挫傷、擦
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clearance” after injuries sustained during multiple 

arrests: closed head injuries, contusions, abrasions, 

and Taser injuries. He was noted to be “belligerent” 

and “uncooperative” with police officers and ED staff. 

Some clinicians had speculated about possible 

substance use or underlying psychiatric diagnoses, 

though neither was confirmed by the patient or 

elsewhere in his record. Each time, he was deemed 

“safe for discharge” to jail. No further information 

was recorded regarding his social situation, the 

reason for his anger, or the context of his arrests. 

 

 
Paragraph４ / Debriefing with the ED team after 

Mr. S.’s ICU admission, the attending physician 

noted that the differential diagnosis for hypothermia 

is broad, but severe hypothermia and sacral 

decubitus ulcers were consistent with being kept in 

solitary confinement under inhumane conditions. 

Several team members countered that Mr. S. had 

probably been isolated because he was 

confrontational with jail staff. The attending noted 

that Mr. S.’s decubitus ulcers showed that he had 

needed medical attention for more than a day. In that 

time, he had no power or capacity to advocate for his 

own safety or health, let alone exacerbate his 

condition with “belligerent” acts. 

 
Paragraph５  / In addition to highlighting the 

deleterious health effects of solitary confinement, 

Mr. S.’s case illustrates the condition of “social 

death,” in which a person is not accepted as fully 

human and is treated as a “nonperson” and 

discounted in social terms. Social death is ritualized 

— achieved through a set of structures, processes, 

and symbolic acts that govern the terms of exclusion 

from society. The result is a loss of one’s social roles 

and, consequently, all significant components of one’s 

identity. This loss of essential personhood is tied to 

one’s perceived social value: the biologic death of a 

り傷、テーザー銃による傷を受けた後、「 健康診断

〈 健康状態確認 〉」のために過去に ED を訪れて

いたことが記されていた。彼は、警察官や ED のス

タッフに対し、「 けんか腰的で 」、そして「 非協

力的で 」あると指摘されていた。一部の臨床医は、

物質使用の可能性もしくは基礎的精神科診断につ

いて推測をしたが、いずれについても、患者本人に

よっても、また、当人の記録の他の箇所によっても

確証は得られなかった。毎回、彼は、「 退院して刑

務所に移送しても問題ない 」とみなされた。彼の

社会的状況、怒りの理由、また、逮捕に関する前後

状況については、それ以上の情報は記録されていな

かった。 

 S.氏が ICU に入院した後、ED のチームから報

告を受けた主治医は、低体温症の鑑別診断は広範な

ものとなるが、重度低体温症および仙骨褥瘡性潰瘍

は、非人道的な状況の下、独房監禁の状態に置かれ

ていたことと整合性がとれると指摘した。ED のチ

ームメンバーの幾人かは、S.氏は、刑務所の職員に

挑戦的な態度をとったことから、おそらく孤立した

のだろうと反論した。主治医は、S.氏の褥瘡性潰瘍

は、彼が 2 日以上、治療を必要としていたことを示

唆していると指摘した。その時点で、彼は「 けん

か腰的な」ふるまいで自身の状況を悪化させること

はおろか、自身の安全や健康を主張する力や能力す

らなかったのである。 

 

 
 S.氏のケースは、独房監禁の健康上有害な影響を

強調することに加え、「 社会的死 」という状況を

例証するものといえよう。この社会的死という状況

においては、人間個人は、 

十全な意味での人間とは認められず、「 非人格的存

在 」とみなされ、社会的観点からは無視されるこ

とになる。社会的死は儀式化される。すなわち、社

会的死は、社会から排除される条件を定める、一連

の構造、過程、そして、象徴的行為を通じて成し遂

げられるのである。結果的に、人間の社会的役割が

失われ、それゆえに、人間のアイデンティティの重

要な要素の全てが失われることになる。本質的な人
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socially dead person is not considered a loss to 

society. Incarceration fundamentally enacts these 

processes by separating people from society and 

inflicting “a series of abasements, degradations, 

humiliations, and profanations of self.”  

 

 
Paragraph ６  /  Solitary confinement, which 

deprives incarcerated persons of normal, direct, 

meaningful social contact and environmental 

stimulation, represents an extreme enactment of 

social death. It occurs after someone has been 

rendered “rightless,” granted theoretically 

inalienable rights or humane treatment only as a 

privilege or a conditional gift (e.g., for “good 

behavior”).  

 
Paragraph ７  /  EDs — and hospitals more 

generally — may intersect with the carceral system 

and participate in processes of social death. When 

arrestees are brought to jail, they’re evaluated by a 

nurse who determines whether an ED visit is needed 

for “medical clearance.” If so, they are transferred to 

the ED with the arresting officer and undergo 

evaluation. They are “cleared” if they have no 

physical illness, exacerbation of a chronic illness, or 

medical condition requiring inpatient treatment. 

Once imprisoned, they may be taken back to the ED 

to be evaluated for serious illness or injury. Within 

these clinical interactions lie critical decision points 

for restoring social life and recognizing someone’s 

humanity.  

 
Paragraph８ / The clinical encounter may either 

reinforce or resist the process of social death. Mr. S.’s 

case highlights the important role that physicians 

who work outside the carceral system can play as 

patient advocates in the carceral process and the role 

of clinical documentation in humanizing patients. 

Clinical documentation is intended to “objectively” 

間性のこうした喪失は、人間が知覚する社会的価値

と関連がある。社会的に死んだ人間の生物学的死

は、社会にとっての損失とはみなされない。投獄は、

人々を社会から分離し、「 自己に関する、一連の卑

下、不名誉、屈辱、そして、冒とく 」を負わせる

ことによって、基本的にこうした過程を成立させ

る。 

 独房監禁は、投獄された人から通常の直接的な、

そして、意義深い社会的接触、および、環境からの

刺激を奪い去ってしまうことから、社会的死の究極

の成立を意味する。ある人物が、「 権利を有しな

い 」状況に追いやられ、理論的には不可侵の権利

や人道的な処遇が、一種の特権や条件付き贈与〈 例

えば、好ましい振舞いをした場合の贈与 〉として

のみ与えられるようになった場合に、こうしたこと

は起こるのである。 

 
 ED は、そして、より一般的に言えば、病院は、

監獄制度と交差し、社会的死の過程に関与する可能

性がある。逮捕者が刑務所に収監されると、彼らは、

ED を訪れることが「 健康診断 」上必要か否かを

判断する看護師によって評価を受ける。もし、必要

と判断されれば、彼らは、逮捕した警官と共に ED

に移送され、評価を受ける。彼らに、身体的疾患、

慢性疾患の悪化、また、入院治療を必要とする内科

的疾患が見られない場合は、彼らは「 審査をパス

した 」ことになる。いったん収監された後も、重

篤な疾患や重傷の評価を受けるために、ED に戻さ

れることがある。こうした臨床的相互作用の中に、

社会生活を取り戻し、ある人物の人間性を認めるた

めの、重大事項決定点が存在するのである。 

 

 
 臨床的出会いは、社会的死の過程を強化すること

もあれば、その過程に抗うこともある。S.氏のケー

スは、監獄制度の外部で働く医師が、収監中の過程

において、患者の擁護者として果たし得る重要な役

割、および、患者を人間らしく扱う上で、臨床に関

する証拠書類が果たす役割を強調するものといえ

よう。臨床に関する証拠書類は、患者の症状や身体
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record patients’ symptoms and physical findings and 

to communicate treatment plans, but it also 

incorporates subjective judgments and observations 

that may humanize or dehumanize a patient, 

shaping future clinical interactions and the 

treatment course.  

 
Paragraph９ / The ED team read Mr. S.’s chart, 

for example, when he was too ill to provide a history 

or advocate for himself. Although he received the 

standard of care for severe hypothermia, the 

documentation describing him as “difficult” and 

“belligerent” led some clinicians to overlook the 

sacral decubitus ulcers and conclude that the delay 

in treatment was understandable or justified. Mr. 

S.’s social death was thereby reinforced.  

 

 

 

Paragraph10 / Social death — in which patients 

are considered “as good as dead” — also applies to 

entire groups of people who are treated as 

nonpersons. This concept can help clinicians 

recognize the importance of clinical encounters and 

medical records to the processes by which vulnerable 

populations are abandoned. Clinicians have the 

power to intervene or interrupt these processes by 

recognizing and acknowledging patients’ humanity.  

 

Paragraph11  /  Physicians can recognize their 

own biases and resist participating in processes of 

social death. By empathizing with and advocating for 

patients, clinicians can humanize them and resist 

their social abandonment — necessities for providing 

high-quality care. Bourgois et al. suggest that 

clinicians ask themselves questions such as, “May 

some service providers (including me) find it difficult 

to work with this patient?” and “Could the 

interactional style of this patient alienate some 

service providers, eliciting potential stigma, 

所見を「 客観的に 」に記録すること、および、治

療計画を伝えることをその目的としている。しか

し、一方でまた、そうした書類は、患者を人間らし

く処遇することあれば、非人間的に扱うこともあ

り、それにより、将来の臨床的相互作用および治療

過程を形成することになる主観的な判断や観察も

包含する。 

 ED のチームは、S.氏の診療記録に目を通した。

例えば、S.氏の病状が重く、病歴を語ることが出来

なかったり、自身を擁護する主張が出来なかった時

のことに目を通した。彼は、重度低体温症に関して

は、標準治療を受けたが、書類には、彼は「 扱い

にくく 」そして 「 けんか腰的である 」との記載

があったことから、一部の臨床医は、彼の仙骨褥瘡

性潰瘍を見落とし、そして、治療の遅れは理解でき

るものであると、もしくは、正当化できるものであ

ると結論付けた。S.氏の社会的死は、それによって、

強化されたのである。 

 
 患者が「 死んだも同然である 」と見なされる社

会的死は、また、非人格的存在と見なされる人間集

団全体にも当てはまる。この概念は、臨床医が、社

会的弱者が見捨てられる過程にとり、臨床的出会い

および医療記録が重要なものであることを認識す

る上で有用となりうる。臨床医は、患者の人間性を

認識および承認することによって、こうした過程に

介入する、もしくは、その過程を遮断する能力を有

する。 

 
 医師は自身のもつ偏見を認識し、社会的死の過程

への関与に抗うことができる。患者に共感し、そし

て、患者を擁護することによって、臨床医は、彼ら

を人間的に処遇し、彼らが社会的に遺棄されること

に抗うことができる。こうしたことは、高い質のケ

アを提供する上で必要なことである。Bourgois ら

は、臨床医は、次のような問を自分自身に問いかけ

るよう提言している。それは、「 〈 わたしを含め 〉

一部のサービスプロバイダーは、この患者は扱いに

くいと感じているかもしれないのではないか 」と

いった問や、「 この患者の相互作用スタイルは、一
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stereotypical biases, or negative moral judgment?” 

These questions provide useful starting points for 

mitigating blame and dehumanization within 

clinical interactions. If an interaction seems difficult, 

physicians should consider the underlying reasons: 

Does it make the physician uncomfortable? Demand 

time that’s in short supply? Challenge ethical norms 

or complicate clinical decision making? These 

questions may help physicians identify and 

overcome potential biases.  

 

 

 

 

 

Paragraph12 / In clinical notes, physicians can 

avoid stigmatizing or dehumanizing language (e.g. 

“belligerent” or “malingering”) that implies fixed 

personality traits, places blame on patients, and 

negatively influences future caregivers. They should 

understand that anger is often a product of a 

situation or context and shouldn’t be readily 

dismissed as a consequence of personal 

shortcomings, substance abuse, or psychiatric 

conditions. Physicians can incorporate humanizing 

information about patients and their stresses, 

struggles, and frustrations. They can ask open-ended 

questions and note patients’ fears, anxieties, or 

fraught relationships with institutional authorities 

owing to experiences of violence or other difficulties. 

Empathetic interactions impart humanity and help 

ensure delivery of equitable, high-quality care.  

 

 

Paragraph13  /  Second, physicians are well 

positioned to bear witness to the physical and mental 

consequences of incarceration and solitary 

confinement and to advocate for patients’ welfare. 

Although advocating for incarcerated patients may 

seem daunting, it’s important to clearly delineate 

部のサービスプロバイダーを疎遠にしてしまい、潜

在的なスティグマ、ステレオタイプ的な偏見、もし

くは、否定的な道徳判断を引き出してしまう可能性

があるのではないか 」という問である。こうした

問は、臨床的相互作用における非難や非人間的処遇

を緩和するための有用な出発点を提供してくれる。

もし、相互作用が難しいと思われる場合には、医師

は、根本的な理由について検討すべきだろう。相互

作用が医師を気まずくさせているのだろうか。相互

作用において、不足している時間が求められるのだ

ろうか。相互作用において、倫理規範や複雑な臨床

意思決定に疑問がつきつけられているのだろうか。

こうした問は、医師が潜在的な偏見を特定し、それ

を克服する上で役立つかもしれない。 

 
 臨床記録において、医師は、スティグマを与えた

り、もしくは、非人間的な扱いをする言葉〈 例え

ば、「 けんか腰的な 」もしくは「 仮病を使って休

む 」〉を避けることができる。そうした言葉は、固

定的人格特性を意味し、患者に責任を負わせ、そし

て、将来の介護者に悪影響を及ぼす。医師は、怒り

は、しばしば、状況や前後関係の産物であって、個

人的欠点、薬物乱用、もしくは、精神疾患がもたら

した結果として簡単に片付けるべきではないこと

を理解すべきである。医師は、患者について、そし

て、彼らのストレス、苦闘、また、失望について、

人間らしく扱った情報を盛り込むことができる。医

師は、自由回答形式の質問を投げかけ、患者の恐怖

または不安について、もしくは、暴力を始めとする

問題をはらんだ経験が原因による機関当局との緊

張をはらんだ関係について、記録することができ

る。共感的な相互作用は、人間性を与え、公平で高

い質のケアを確実に提供する上で役立つ。 

 
 第二に、医師は、収監および独房監禁がもたらす

身体的および精神的影響について証言し、患者の福

利を擁護する上で、有利な立場にある。収監されて

いる患者の擁護は、骨が折れることように思われる

かもしれないが、そうした患者の医療ニーズを明確

に記述し、そうした情報を患者自身に伝え、そして、
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their medical needs, communicating that 

information to patients themselves and detailing it 

in discharge or transfer records. In addition, 

medical–legal partnerships offer patients access to 

legal expertise for navigating concurrent medical 

and legal difficulties.  

 

Paragraph14 / Finally, physicians can lobby for 

carceral reform. The United States has the world’s 

highest incarceration rate, and Black people are 

disproportionately targeted for incarceration. These 

disparities result from structural inequities within 

the legal system and are intertwined with pervasive 

racism. Incarceration not only has devastating 

effects on individuals and communities, but it also 

threatens public and individual health, fueling 

chronic disease and mental illness. Though people 

must receive medical care while incarcerated, 

treatment usually stops when they’re released, 

especially if they lack insurance, as most do. After 

release, the risk of requiring emergency care or 

hospitalization and the risk of death are high. Thus, 

the carceral and mainstream health care systems are 

interrelated.  

 

Paragraph15  /  Physicians can leverage their 

social capital and moral authority to improve health 

care quality within and after release from the 

carceral system, while recognizing the fundamental 

differences between the ethical frames of carceral 

and health care systems. They can, for example, 

invite previously incarcerated patients to help 

educate trainees and colleagues about the conditions 

of incarceration and their health consequences. 

Physicians can participate in efforts to redistribute 

public funds toward mental health, housing, and 

other social services. They can advocate for 

professional societies to issue policy statements on 

prison reform and for legislatures to improve 

transitional care programs for people released from 

退院もしくは移送の記録にそうした情報を詳細に

記載することが重要となる。さらに、医療と法律の

パートナーシップにより、患者は、同時に起こった

医療上および法律上の問題に対処するための法律

の専門知識を入手することができる。 

 

 
 最後に、医師は監獄改革に向けてロビー活動を行

うことができる。アメリカは、世界で最も受刑率が

高い国である。そして、黒人が、際立って多く収監

の対象となっている。こうした不均衡は、法制度内

の構造的不平等が原因でもたらされたものであり、

社会に蔓延する人種差別と結びついたものである。

投獄は、個人や地域社会に破滅的な影響を及ぼすだ

けにとどまらず、さらに、公衆衛生や個人の健康を

も脅かし、慢性病や精神疾患の要因ともなる。人々

は、収監中は医療を受けなければならないが、釈放

されれば、通例、治療は停止する。とりわけ、彼ら

が無保険の場合はそうなる。彼らのほとんどは、実

際に無保険の状態にある。釈放後に関しては、救急

治療や入院を必要とするリスクおよび死亡のリス

クが高くなる。このように、監獄の医療制度と主流

の医療制度は、相互に関連があるのだ。 

 

 
 医師は、自身の社会関係資本および道徳的権威を

活用して、監獄制度と医療制度の倫理的枠組みの基

本的差異を認識しつつ、監獄制度における医療の

質、および、制度から釈放された後における医療の

質の向上をはかることができる。例えば、医師は、

収監されている状況について、および、そうした状

況が健康に与える影響について、研修生や同僚の啓

蒙を促すべく、過去に収監されていた患者を招くこ

ともできるのだ。医師は、精神衛生、住宅、また、

その他社会的サービスに公的資金を再分配する取

り組みに関与することもできる。医師は、職能団体

が、監獄改革に関する政策綱領を出すことを支持し

たり、議会が、監獄から釈放された人を対象にした

移行期ケアプログラムの改善を行うことを支持し

たりすることができる。社会的死という監獄の過程
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incarceration. Incarceration’s processes of social 

death strip prisoners of their rights. Doctors can 

restore social life through interactions and 

documentation that recognize the humanity of 

people who’ve been rendered socially dead.  

 

Paragraph16  /  After a protracted 

hospitalization, Mr. S. was discharged back to jail. 

His functional status, however, was worse than that 

before his incarceration. 

 
〈  Incarceration and Social Death — Restoring 

Humanity in the Clinical Encounter, NEJM, January 
21, 2021 〉 

によって、囚人は権利をはく奪される。医師は、社

会的死という状態に追いやられた人々の人間性を

認識する相互作用や証拠書類によって、社会生活を

回復させることができる。 

 

 
 長期におよぶ入院の後、S.氏は退院し、刑務所に

戻った。しかしながら、彼の機能状態〈 生活遂行

能力 〉は、収監される以前の状態より悪化した。 

                                   〈 白川 泰成 〉 

 

 

受講生の皆様へ   永川先生より 

コロナ下において、受講生との対面でのやりとりも少なくなった。コロナ前には授業等の雑談の中で伝え

ていたこともいろいろあったことを思いだしたので、断片的で、些末なことではあるが参考までに残して

置きたい。 
 
1．「復習」を考える～学力が伸びるとはどういうことか 
 学力が伸びるとはどういうことか考えてみたい。学習の段階を➀初見(演習・予習等)②理解(授業など)
③定着(復習)と分けて考えると、➀の段階は、理解度(知識)の測定の段階と言える。「知っていること(解け

る問題)」と「知らないこと(わからない問題)」を分別する段階である。②の段階で「知らないこと」が「知

ってること」に変わり、③の段階で知識として定着する。さて、この 3 段階のどこで学力は伸びるのか？

これは明きからに③『復習』段階である。知識の定着と解答の再現性が確保されて初めて学力が伸びるの

である。極論すれば、いくら問題を解いても(演習)、学力は伸びないし、授業の受けっぱなしでは学力は

伸びない。模試は現時の知識量の測定に過ぎない。一喜一憂してはならない。足りない知識が明らかにな

ったと喜ぶべきである。その後、徹底的な『復習』こそが学力を伸ばすのである。 
 「復習はつまらない」と考えずに、学力の伸長を実感し、喜びに震えながら復習せねばならない。何を

復習し、どこまで復習するかは別途考えなければならないが。。。 
 
2．受験英語と生命科学との違いについて 

生命科学の問題を解くとは、蓄えた知識をアウトプットするあるいは、その知識を使って考察を行うこ

とであるのに対し、英語の場合、説明問題や正誤問題については解答根拠を探すことが解答の前提となる。

極論すれば、解答は英文中に書いてあって、「解く」とは「探す」ことと言える。よって、Nature、Science、
NEJM などを無目的に読むのはあまり意味がない。英文はアウトプットを意識して読まねばならない。

（『設問』のついた）英文から『時間内』に『解答根拠』を探す訓練が求められているのだ。 
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3．単語は何語必要か？ 
市販の医学部入試用の医学単語帳(『医歯薬系の英単語』『システム英単語メディカル』等)では、網羅系

『Target 1900』*、『システム英単語』等と併せても少し足りないかも知れない。学士編入試験は、英文

レベルが高いし、不親切なので専門性の高い単語も語注が付かないこともある。AMAZON で探したら、

学士編入試験用の単語帳もあった。『医学部学士編入英単語 重要単語 700 (Kindle 版)』、390 円。収録語

数は、「医学、薬学、生物学、生化学といった専門…」で 700 語。発音記号がついているのはよい。収録

語順がアルファベット順はないのと(並び順のルールは不明)、インデックスがないのが不満。レベルは少

し易しめ。 
無料だが、完成度が高いのが、『医学薬学基礎英単語 1000』。「医学部、薬学部、生命系学科の学部生が目

にする教科書や文献を読むにあたって覚えているべき基礎英単語 1000 語をセレクトして、20 のパート

に分類しました。派生語や例文を理解すると 3500 語レベルの語彙をマスターできます。」とある。私も

愛用の「ライフサイエンス辞書プロジェクト」の成果物である。検索すれば簡単にヒットするはず。 
KALS 作成の『単語リスト』は、収録分が 1,600 語程度。Target と多少のダブりはあるが、併せて 4,500

語、個人的には十分と考えている。 
 
*Target 1900 は 2020 年 1 月に 8 年ぶりに改訂された。詳細は、https://ukaru-eigo.com/target-1900-

word-list/を参照されたい。 
 

英語講師 永川隆史 
 

 

  
 

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 

 

以下ページにて、各大学の試験情報をお知らせしています。 

情報を入手し次第更新しておりますが、 

ご自身でも日頃から受験予定の大学ホームページを確認しましょう。 

各大学の試験日程の一覧・カレンダーも随時更新していますので、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。 

https://ukaru-eigo.com/target-1900-word-list/
https://ukaru-eigo.com/target-1900-word-list/
https://school.kals.jp/information/notes-200807
https://school.kals.jp/information/medical-trn-exn
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＜マイルームトップページ「管理者からのメッセージ」内にも同ページのリンク設置＞ 

 

★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。 

 

 

◇【資料】個人面接の質問事項・集団討論のテーマ（2020、2019、2018 年度版）  

受験生にご提供いただいた「面接アンケート」をもとに、2020、2019、2018 年度実施の各大学の個人面接質問事

項・集団討論テーマを取りまとめ編集した資料を、マイルームにアップしました。 

閲覧のみ（印刷不可）の資料となりますが、今後の面接・集団討論の対策として、ぜひご活用ください。 

※マイルーム＜お知らせ一覧＞よりご確認ください。 

 
 
 
≪２０２1 年度実施試験対応≫ 

◆プレミアム講座＜WEB 通信＞ 

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 

※申込（支払）期限：2021 年 11 月 19 日(金) 

※視聴期限：2021 年 11 月 30 日（火） 

※ 教材は、お申込確認後７営業日以内に発送となります。 

スケジュールを早めることは一切出来かねますので、余裕を持ってお手続きください。 

 

 

◆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。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
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▽詳細・お申込はこちらから▽ 

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

※申込（支払）期限：2021 年 10 月 31 日(日) 

※答案提出期限：2021 年 11 月 9 日（火） 

 

 

◆2021 年実施試験対応講座 受講生対象 限定講座 

 

① 「個人面接対策講座」 

※申込受付中（～12 月【予定】 ） 

面接試験に進む方を対象に、志望理由書に基づいた 

模擬面接・アドバイスをオンラインにて実施する直前対策講座です。 

詳細・お申し込み方法はマイルーム上の案内をご確認ください。 

 

② 「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）」 

※申込（支払）期限：2021 年 11 月 19 日(金) 

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。 

 

【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校）  ※申込受付は終了しました。 

【WEB 通信講座】  全回配信中 ※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 

 

 

◆2021 年実施試験対応講座 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。 

 

★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）」 

「実戦シリーズ生命科学 中間テスト解説講義」 120 分 

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

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/dcm2021
https://dl1.dl.sua.jp/dl/34147-19820ea8031c8470d9b58f0a7e5e57bd
https://school.kals.jp/procedure-category#b-395415
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「実戦実力テスト解説講義（生命科学 120 分、英語 90 分）」 

 

 

 

≪２０２２年度実施試験対応≫ 

【テスト実施のご案内】 

 

◆基礎力判定テスト 
 

「基礎力判定テスト」は、英語・生命科学・物理・化学の４科目において、 

基礎シリーズ全範囲を対象とした実力テストです（各テスト時間：60 分）。  

※生命科学は選択式、他科目は記述式の試験となります。 

 

受験対象は“2022 年度実施試験対応・全受講生”となります。 皆さん積極的に受験しましょう。 

 

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、 

事前に受験方法（会場）の申込登録が必要です。 

マイルームにて詳細をご確認の上、10/24(日)15:00 までに受験方法の登録を行ってください。 

なお、基礎力判定テストと単語テストで異なる受験方法は選択できません。 

 

 

＜新宿本校＞  

英語 ： 10/30(土)10:30～11:30 

生命科学 ： 10/30(土)11:45～12:45 

物理 ： 10/31(日)15:15～16:15 

化学 ： 10/31(日)14:00～15:00 

 

＜名駅校＞ 

英語 ： 10/30(土)13:00～14:00 

生命科学 ： 10/30(土)14:15～15:15 

物理 ： 11/6(土)13:00～14:00 

化学 ： 11/6(土)14:15～15:15 

 

＜新大阪校＞ 

英語 ： 10/31（日)13:30～14:30 

生命科学 ： 10/31（日)14:45～15:45 

物理 ： 11/7（日）13:30～14:30 

化学 ： 11/7（日）14:45～15:45 

 

＜自宅受験（郵送）＞ 

英語・生命科学・物理・化学 ： 11/2（火）発送予定  

 ※11/17(水)提出期限（郵送必着） 

 

 

◆第 1 回単語テスト 
 

英文解釈に必須な単語力を計ります（テスト時間：20 分・記号式）。 

ターゲットおよび医学系・生命科学系英単語より出題します。 

受験対象は“2022 年度実施試験対応・全受講生”となります。 皆さん積極的に受験しましょう。 
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＜新宿本校＞ 10/30(土)10:00～10:20 

＜名駅校＞ 10/30(土)15:30～15:50 

＜新大阪校＞ 10/31（日)16:00～16:20 

＜自宅受験（郵送）＞ 11/2（火）発送予定  

※11/17(水)提出期限（郵送必着） 

 

 

◆基礎シリーズ復習テスト 

 
※下記復習テストはマイルームにて配信中です 

生命科学①、生命科学②、生命科学③、医学英文法Ⅰ、医学英文法Ⅱ、 

スタンダード物理Ⅰ、スタンダード物理Ⅱ、スタンダード化学Ⅰ、スタンダード化学Ⅱ 

 

●復習テスト（自宅受験）は、2021 年 11 月まで毎月末が答案提出締め切り日となります。 

※締め切り日より早く提出された場合でも、返却は上記提出期限日の約２週間後となります。 

●2021 年 12 月 17 日(金)が最終締め切り日となります。 

●自宅受験の得点は、講評データ（得点分布表）には反映されません。予めご了承ください。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆2022 年実施試験対応講座 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。 

 
◎「基礎復習テスト 生命科学③ 解説講義」 120 分  

 

＜新宿本校＞ 10/17（日）14:00～ 

＜名駅校＞ 10/22（金）～DVD 視聴可能  

＜新大阪校＞ 10/17（日）13:30～  

＜マイルーム＞ 10/26（火）～視聴可能 

 

 

◎「基礎力判定テスト 解説講義」 90 分 

 

＜新宿本校＞ 11/6(土) 10:30～ 英語 

11/7(日) 14:00～ 化学 

11/7(日) 15:45～ 物理 

＜名駅校＞ 11/11(木)～ 英語 DVD 視聴可能 

11/12(金)～ 化学 DVD 視聴可能 

11/12(金)～ 物理 DVD 視聴可能 

＜新大阪校＞ 11/11(木)～ 英語 DVD 視聴可能 

11/12(金)～ 化学 DVD 視聴可能 

11/12(金)～ 物理 DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞ 11/16(火)～ 英語・物理・化学 視聴可能 

 

 

◎「受験校の選択」 90 分 

 

＜新宿本校＞ 11/14（日）14:00～ 
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＜名駅校＞ 11/20（土）14:15～ 

＜新大阪校＞ 11/21（日）15:30～ 

＜マイルーム＞ 11/24（水）～視聴可能 

 

 

◎「出願書類の書き方」 90 分 

 

＜新宿本校＞ 11/28（日）14:00～ 

＜名駅校＞ 決定次第マイルームでお知らせします 

＜新大阪校＞ DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞ 10/27（水）～視聴可能 

 

 

★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①② 解説講義」 各 120 分 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆2022 年実施試験対応講座 受講生対象 限定講座 
 

① 志望理由書〔添削付〕個別指導講座 お申込受付中 

 

構成や書き方について KALS 講師がきめ細かく添削し、 

個別にフィードバックすることで志望理由書の完成度を上げる受講生限定講座です。 

受験大学にかかわらず、まずは志望動機の土台を構築することが重要ですので、 

早めの対策をお薦めします。 

 

◎申込期限：2022 年 5 月 31 日（火） 

◎申込対象者：2022 年度実施試験対応講座 全受講生  

◎受講料：18,700 円 

◎志望理由書の添削（2 回）と個別指導（1 回／30 分）がセットになります。 

 

※詳細・お申込み方法はマイルームよりご確認ください。 

 

 

② 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。 

※名駅校のみ DVD 講座も設置いたします。詳細は名駅校へお問い合わせください。 

 

▼詳細はマイルームにてお知らせします。 

 

 

◆生命科学テストバンク【WEB 通信講座】 お申込受付中！ 
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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。 

※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/36073  

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/36021 

【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/information/medical-trn-14121202
https://school.kals.jp/information/medical-trn-141212
https://school.kals.jp/student-mk/blog/36021
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/counsering.pdf

