the diagnosis is regarded as established only if a repeated blood test in a fasting condition confirms the result of the first.

東大螢雪会



Within an epidemiological survey carried out for research purposes, the best single diag-

nostic tool is to have the fasting subjects drink a concentrated solution of 75 grams of glucose
and measure the glucose plasma level after 2 hours. A level of 200 milligrams per deciliter or

医学部英語 攻略演習

above is diagnostic for diabetes, while values between 140 and 199 milligrams indicate an impaired regulation of glucose, a condition that increases the likelihood of developing diabetes.


When conducting this survey for epidemiological study, the study team will in fact come

across some subjects already known to be diabetic and for whom further tests may be deemed
unnecessary. Accepting existing diagnoses may, however, result in data perturbed by differences in disease definition and diagnostic practice between doctors in the area, a downside not
shared by a direct full-blown epidemiological survey carried out with a fixed definition and uni-

マンツーマン指導で医学部に多くの合格者を輩出している「東大螢雪会」では，主要な私立

form procedures. An intermediate solution between a more reliable but cumbersome survey

大学医学部の予想問題を作成しています。このコーナーでは，「東大螢雪会」の作成した予想

and a simpler but less reliable face-value acceptance of existing diagnoses may consist of con-

問題を用いて，主要な私立大学医学部の英語を攻略するための演習を行います。毎号１校分の

firming or rejecting the diagnosis only after thoroughly reviewing the medical records in the

演習を行っていく予定です。
今月号では，東邦大学医学部の英語を攻略します！
第２回 東邦大学医学部 編
東大螢雪会講師

physician and hospital files.
1.

The word “juvenile” in line 2 is closest in meaning to
(a) chronic

尾関 茂，関 暢明

(b) acute
(c) senile
(d) younger

〔Ⅰ〕 次の英文を読み，後に続く質問 1 ～ 16 にもっとも適する答えを選びなさい。


Diabetes “mellitus” (honey-sweet) takes its name from the loss of sugar that makes urine

2.

The word “lesions” in line 4 is closest in meaning to

sweet. It occurs in two forms. Type 1, or juvenile, diabetes starts most commonly before the

(a) parts

age of 30, while type 2, or adult, diabetes mostly begins after the age of 30. Both types, which

(b) damage

differ in their underlying lesions and response to treatment, have in common an impairment of

(c) antibiotics

the metabolism of sugars leading to abnormal levels of glucose in the blood. Among the conse-

(d) antibodies

quences are the passage of glucose in the urine and a high level of glucose in the body tissues,
inducing a series of complications in the cardiovascular and nervous systems. It is the progres-

3.

(a) coexisting illnesses

sion of these complications that makes diabetes a potentially very serious disease.


The word “complications” in line 7 is closest in meaning to

The diagnosis of diabetes may be suspected by the presence of symptoms such as excessive

(b) diseases difficult to cure

urination and thirst, recurrent infections, and unexplained weight loss (particularly in type 1, or

(c) depression and aggression

from previous overweight in type 2). It becomes established if the level of glucose in plasma (the

(d) progressive disabilities

liquid fraction of blood) in a person fasting for 8 to 12 hours equals or exceeds 126 milligrams
per deciliter. Many diabetes cases, particularly of type 2, present no symptoms for several years
and are recognized only through a routine blood test done for other reasons: in this situation,
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4.

The word “presence” in line 9 is closest in meaning to
(a) gift
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(b) absence

(c) full-size

(c) existence

(d) full-term

(d) moment
11. The word “cumbersome” in line 27 is closest in meaning to
5.

The word “fasting” in line 12 is closest in meaning to

(a) cheap

(a) moving quickly

(b) troublesome

(b) kept awake

(c) small-scale

(c) made to run

(d) informal

(d) given nothing to eat
12. According to the text, type 2 diabetes
6.

The word “solution” in line 18 is closest in meaning to

(a) doesn’t begin under age thirty.

(a) way of dealing with a situation

(b) is totally different from type 1 diabetes.

(b) correct answer to a problem

(c) may develop into critical illness.

(c) homogeneous mixture

(d) is caused by the disorder of amino acid metabolism.

(d) sugary beverage
13. According to the text, who can NOT be diagnosed as diabetic?
7.

The word “values” in line 20 is closest in meaning to

(a) the person who has lost weight without any cause

(a) figures

(b) the person whose level of plasma glucose indicates 100mg/dl when he or she is hungry

(b) worth

(c) the person who shows no symptoms

(c) disparity

(d) the person who repeatedly gets infected with some disease

(d) scarcity
14. According to the text, in an epidemiological survey on diabetes
8.

The phrase “in fact” in line 22 is closest in meaning to

(a) the researchers don’t have to do a blood test.

(a) actually

(b) the researchers make the subjects take some effective test drug.

(b) honestly

(c) the researchers can examine the subjects who have already been diagnosed as diabetics.

(c) eventually

(d) the researchers have a test tool which takes much longer than the one most commonly

(d) almost

used.
9.

The word “perturbed” in line 24 is closest in meaning to

  
15. According to the text, epidemiological study teams

(a) made much of
(b) paid attention to

(a) will be faced with the problem as to whether they could trust existing diagnosis.

(c) messed up

(b) will hear some subjects complain that they have no need to be examined.

(d) referred to

(c) will be required by the doctors and the hospitals to scrutinize the files they store.
(d) will always have to follow their epidemiological procedures.

10. The word “full-blown” in line 26 is closest in meaning to
16. “An intermediate solution” in the fourth paragraph

(a) full-body

(a) is thought to be the best one.

(b) full-scale
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(b) is thought to be criticized by all epidemiologists.

was a rare condition in earlier centuries, and its gradual increase during the interwar years was

(c) is thought to be accepted by most subjects.

noted by many clinicians and a few statisticians. By the late 1940s, it was recognized as a seri-

(d) is thought to be the one which would not capture the diabetic patients who have no

ous disease of modernity and the Medical Research Council (MRC) in Britain commissioned

symptoms because their cases don’t show up in the files.

〔Ⅱ〕 次の英文を読み，後に続く質問 17 ～ 30 にもっとも適する答えを選びなさい。


The malaria eradication programme was quietly converted to a focus on control in 1969,

two individuals, a mathematically inclined clinician and a statistician, to investigate its spread,
and try to determine its cause.
17. The word “disruptions” in line 4 is closest in meaning to

with much less fanfare than its launch. Its mistakes have since been easy targets for critical

(a) chaos

analysis, but it had achieved some successes, for instance in the Mediterranean countries of Eu-

(b) bribery

rope, where malaria had resurged during the disruptions of World War II. Italy, Spain, Portu-

(c) sudden

gal, and, notably, Greece, far less developed economically than the others, were declared malar-

(d) explosions

ia-free during the years of the campaign. Sri Lanka came close.


By contrast, the World Health Organization (WHO) smallpox eradication initiative is still

18. The word “initiative” in line 7 is closest in meaning to

heralded as a triumph of modern medicine. The last naturally occurring case of smallpox was

(a) scheme

reported in 1977, and the disease was ratified as extinct in May 1980. It was in the end the

(b) originality

product of international cooperation and good will, not only of medical science. It relied on the

(c) effort

old (folk) discovery of vaccination, and the time-honoured methods of case tracking, isolation,

(d) positivity

and mass vaccination of populations at risk. There was no treatment save supportive measures.
Smallpox could be eradicated since it had no natural animal reservoir, it was passed person to

19. The word “save” in line 12 is closest in meaning to

person, and could be controlled through isolation and vaccination. It was an administrative

(a) spare

campaign, although that in no way diminishes its importance.

(b) rescue



(c) store

Vertical, single-disease campaigns are still attractive, and several have been successful. Po-

lio is almost eradicated, and guinea worm and onchocerciasis have been counted as effective.

(d) except

Despite the glamour (even if the work may be routine) of single-disease strategies, the importance of primary care has also been recognized. The WHO Alma Ata conference officially man-

20. The word “reservoir” in line 13 is closest in meaning to

dated horizontal programmes as a necessary goal of international healthcare. In essence, this

(a) parasite

merely ratified the truism that a medical and social infrastructure is a precondition for sustain-

(b) agent

able delivery of modern public health and healthcare. Its realization has been slow, as the eco-

(c) carrier

nomic difference between the rich and the poor has increased in the past few decades, and HIV,

(d) vector

drug-resistant malaria and tuberculosis, and wars have intervened. There have been some gains,
but more setbacks, during the closing decades of the last century and the outlook is challeng-

21. The word “truism” in line 21 is closest in meaning to

ing to say the least.

(a) travel



(b) move

Some of these problems in poorer countries are simply reflections of issues in the West,

where alcoholism, drug-use, resistant tuberculosis and HIV, and obesity have become major

(c) necessity

health matters. One social habit, exported from the West, threatens to be a time bomb in the

(d) self-evidence

coming decades: cigarette smoking. The discovery of the direct link between cigarettes and lung
cancer is one of the great achievements of modern epidemiological surveillance. Lung cancer
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(a) supports

(a) a growing economic gap between nations

(b) losses

(b) wars

(c) starts

(c) drug-resistant pathogens

(d) trials

(d) all of the above

23. The word “commissioned” in line 34 is closest in meaning to

29. According to the text, what is the future problem in poorer countries?

(a) formally asked

(a) HIV

(b) had the meeting for

(b) lung caner

(c) served well

(c) alcoholism

(d) offered financial assistance to

(d) obesity

24. According to the text, the malaria eradication programme was successful in

30. All of the following are mentioned in the text EXCEPT

(a) all European countries

(a) the necessity of international healthcare

(b) Russia

(b) the great work of modern epidemiology

(c) Italy

(c) the danger of guinea worm

(d) India

(d) the treatment for smallpox

25. According to the text, the eradication of smallpox was based on
(a) global cooperation

〔Ⅲ〕 次の 31 ～ 35 の英文のそれぞれについて，誤りを含んだ下線部の記号をマークしなさい。
31. (a)Contraceptive users will increase

(b) modern medicine

by 28 percent (c)in the next five years and will have in-

(b)

creased by 79 percent (d)by 2020.

(c) traditional medicine
(d) all of the above

32. The book is

(a)

about the collection and analysis of evidence, but

(b)

on occasions

(c)

both of

these processes can be (d)remarkable simple.
26. According to the text, how is smallpox spread?
(a) from one person to another

33. Chromatography is an (a)analytical technique (b)which can be used to (c)separating and identi-

(b) from animals to humans

fy many (d)substances.

(c) through food from animal sources
(d) by contact with animals

34. (a)Although science uses more or less universal terminology,
law

27. According to the text, the WHO Alma Ata conference adopted a declaration on

vary considerably even to the extent

(c)

(b)

that used in policing and the

that the same word can mean different things

(d)

in different jurisdictions.

(a) the importance of primary care
(b) the effectiveness of vertical single-disease campaigns
(c) the eradication of polio

costs a minute or two but the results of it could at least (d)help improve your family’s quality

(d) the need for vaccination

of life.

28. According to the text, the programme presented by the WHO Alma Ata conference has been
difficult to realize because of
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〔Ⅳ〕 次の英文を読み，後に続く質問 36 ～ 45 にもっとも適する答えを選びなさい。


Luciana, a nineteen-year-old college student, lives in a coastal town in southern Italy and
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loves going to the beach. During her summer vacation and many of the late spring weekends,



Change would occur only if all tools and activities are designed by taking into account Luci-

she spends four to six hours each day  basking in the sun while talking with her friends or

ana’s needs and make her feel she is a key actor in the overall change process. If these needs

playing beach volleyball or swimming. She uses sunscreen lotion with a low sunscreen protec-

are adequately met, Luciana may become an  ambassador for the importance of sunscreen

tion factor (SPF) and only at the beginning of the season. (    ) she is tanned, she may not use

use among her circle of friends, peers, and social groups.

it at all. Most of her friends rarely use any sunscreen protection and, if they do, use the same
kind with a low SPF. During the winter, Luciana keeps her tan by using artificial ultraviolet sun-

36. Which is closest in meaning to word  ?

lamps.

(a) blinking



(b) buffering

In the summer getting a nice tintarella, the Italian word for suntan, is one of Italians’ favor-

ite pastimes and is considered very attractive. People compliment each other on their tintarella.

(c) bathing

While Luciana and some of her friends may be somewhat aware that prolonged and continuous

(d) breaking

sun exposure is a risk factor for skin cancer, the aesthetic appeal and social approval of a
tanned skin  allay her doubts about sun exposure. She also feels she is (    ) young to worry

37. Which is most appropriate for blank  ?

about skin cancer, does not know enough about it, and therefore does not feel the need to use

(a) Once

much stronger sunscreen protection.

(b) So



According to the diffusion of innovation theory, Luciana could be considered an innovator

(c) Even

or early adopter in her peer group if she starts using higher sunscreen protection and limiting

(d) Then

her use of sunlamps. (    ), she could talk with her peers and circle of friends about following
her example.


38. Which is closest in meaning to word  ?

There are some facts that are good indicators that she could become an innovator or early

(a) soothe

adopter: her education level, socioeconomic background, personality, exposure to media, atti-

(b) aggravate

tude toward change and social involvement.

(c) increase



(d) strengthen

If we look at the different stages of the diffusion of innovation theory (awareness, knowl-

edge and interest, decision, trial or implementation, confirmation or rejection of the behavior),
the first step is to make Luciana aware of skin cancer’s severity, recent increase, and strong link

39. Which is most appropriate for blank  ?

to sun exposure and sunlamp use. Recent facts and  incidence data should be used to rein-

(a) so

force her awareness and point to the need for sunscreen use.

(b) as



(c) enough

If Luciana is already aware of the disease severity and related risk factors, communication

messages should focus on making skin cancer relevant to her and her peers (the second stage

(d) too

of the diffusion theory). (    ) that skin cancer can also occur among young people and the sun’
s damaging effects begin at an early age may help increase Luciana’s concern about sun expo-

40. Which is most appropriate for blank  ?

sure.

(a) Idea



(b) Ideal

Social supports as well as the ability to sustain the recommended behavior should be en-

couraged by using adequate communication tools and activities while Luciana goes through the

(c) Ideally

three (    ) stages of the diffusion of innovation theory. In these stages, Luciana will need to

(d) To idea

perceive the advantages of behavioral change, find it acceptable for her lifestyle, and find it
easy to implement and sustain. Sunscreen samples and detailed instructions on when to (    )
the sunscreen can facilitate use.
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(b) conflict

which is still, for the most part, delivered in a rather unstructured manner and, moreover, with-

(c) encounter

out any objective benchmark (    ) to measure the progress made by trainee surgeons.

(d) medication



Broadly (     ), there are currently two safe training methods for minimally invasive sur-

gery. The first is the so-called box trainer, an enclosed rectangular box in which trainee sur42. Which is most appropriate for blank  ?

geons can practice performing basic manipulative tasks with the surgical devices. As they do

(a) Knowledge

this, they can be assessed by an experienced surgeon. Clearly, this is a somewhat (    ) process.

(b) Decision



(c) Trial

for excellent recording and analysis of the surgeon’s actions. However, this training method still

(d) Rejection

has the major disadvantage that it lacks realism. For example, users feel no  tactile response

(     ) option is the virtual reality trainer, employing computer simulations, which allows

when performing surgical tasks.
43. Which is most appropriate for blank  ?



Thus both of these training methods have their drawbacks. Chmarra has sought to change

(a) remain

this situation by developing a training tool that is realistic for the surgeon and at the same time

(b) remaining

records and analyzes the motion of the instruments manipulated by the surgeon. This is accom-

(c) remained

plished with an inexpensive and relatively simple tracking device known as the ‘TrEndo’. A

(d) to remain

TrEndo  incorporates three optical sensors which record the movements made by the surgeon
in all directions.

44. Which is most appropriate for blank  ?
46. Which is closest in meaning to underlined part  ?

(a) prick
(b) tap

(a) These days minimally invasive surgery is often being seen in theaters.

(c) apply

(b) Minimally invasive surgery procedures have recently emerged rapidly in operating

(d) snap

rooms.
(c) We have minimized the size of surgical operation space ever since.

45. Which is closest in meaning to word  ?

(d) The hospitalization process today has been much more simplified than before.

(a) acquaintance
(b) company

47. Which is most appropriate for blank  ?

(c) minister

(a) satisfied

(d) innovator

(b) delighted

〔Ⅴ〕 次の英文を読み，後に続く質問 46 ～ 55 にもっとも適する答えを選びなさい。


Researcher Magdalena Chmarra has changed this state of affairs by developing a realistic

48. Which is closest in meaning to word  ?
(a) criterion

training system which records and analyzes the surgeon’s movements. As a result there is now,

(b) efficiency

for the first time, an objective  benchmark for measuring a surgeon’s basic skills in the field of

(c) reminder

minimally invasive surgery.

(d) belief



 Despite its many advantages, the relatively recent technique of minimally invasive sur-

gery still has a number of drawbacks. One such disadvantage relates to the training of surgeons,

72
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 Recent years have seen the rapid emergence of minimally invasive surgery procedures in
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(a) While a new surgery system has a lot of advantages, the earlier one has so many disad-

55. Which is closest in meaning to word  ?
(a) cooperates with

vantages.
(b) The training tool developed by Chmarra is much more advanced than the earlier one.

(b) dissolves

(c) Chmarra’s new training process has both advantages and disadvantages like the previ-

(c) combines
(d) compares with

ous one.
(d) The new technique of surgery has a lot of demerits though it also has a lot of merits.
50. Which is most appropriate for blank  ?

〔Ⅵ〕 次の英文を読み，それぞれのカッコ内のもっとも適する語句を選びなさい。


One goal of medical genetics is ‘  (a. personalized  b. industrialized  c. mechanized  d. evi-

(a) as

dence-based) medicine’; treatments that are tailored to the specific genetic make-up of each in-

(b) with regard

dividual. In some future scenarios, everyone would be genotyped at a large number of loci to

(c) which

identify their genetic susceptibility to complex diseases, and would then modify their lifestyle

(d) with which

using diet, exercise, medication and other  (a. way  b. means  c. type  d. style) to reduce their
chance of developing any of the diseases to which they were predisposed.

51. Which is most appropriate for blank  ?



This prospect, especially in its last part, is far from becoming a reality, and it is unclear to

(a) to speaking

 (a. some  b.  any  c. that  d. what) degree it is desirable. There are ethical considerations: some

(b) to be spoken

genetic screening tests, like that of newborns for phenylketonuria (PKU) are generally,  (a. if

(c) speaking

only  b. if any  c. if not  d. if ever) universally, considered desirable, but not all are seen in the

(d) spoke

same way.


52. Which is most appropriate for blank  ?

PKU testing is acceptable because the consequences of genetically susceptible individuals

failing to modify their diet are well understood, severe and inevitable, and modification makes a

(a) objective

large  (a. difference  b. number  c. fuss  d. mistake). The advantages of testing when the devel-

(b) subjective

opment of the disease is uncertain and it cannot readily be treated are less obvious: who wants

(c) realistic

to know that they have a 70% chance of developing Alzheimer disease by a  (a. modern  b. cer-

(d) practical

tain  c. some  d. new) age, and can possibly reduce this to 60%? This subject will be increasingly
debated as more susceptibility genes are identified.

53. Which is most appropriate for blank  ?



In one area,  (a. however  b. but  c. therefore  d. although), there are clear benefits from

(a) One

determining genetic variation and applying the information to medical treatment: in individual

(b) Another

variation in response to drug treatment. The response,  (a. either  b. neither  c. not  d. both)

(c) Other

therapeutic and adverse, to the same dose of a drug can vary enormously between different

(d) The other

people, and some of this variation is genetically determined.


54. Which is closest in meaning to phrase  ?

This in itself makes the subject  (a. of  b. to  c. for  d. by) interest to evolutionary geneti-

cists, but there is an additional factor: response often differs between populations. An under-

(a) response relating to their sense of touch

standing of evolutionary genetics can contribute to understanding the current distribution of

(b) response explained by reason

this variation, and this field is now receiving much attention. Furthermore, this variation may

(c) response like a dream

well reflect  (a. analysis  b. avoidance  c. selection  d. escape) from past environmental agents

(d) response to their pain

such as foods, and may thus be a rich source of insights into our evolutionary past, an area that
has not received the attention it deserves.
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d) On the other hand, when two people meet and make eye contact for the first time, it is

〔Ⅶ〕 問 66 から問 69 は段落が組みかえられた一つの記事です。それぞれの問の文章を正しい順番

usually the person who is subordinate who looks away first.

に並び変え，問 70 では，問 66 から問 69 の段落を一つの話として成り立つように並べ変えなさい。
66.
a) The notable exception to this rule is some Asian and South American cultures, where

(a)  a ─ b ─ d ─ c

(b)  b ─ a ─ d ─ c

(c)  b ─ c ─ d ─ a

(d)  c ─ b ─ a ─ d

(e)  d ─ c ─ b ─ a

extended eye contact is seen as aggressive or disrespectful.
b) He found when we talk we maintain 40 to 60% eye contact with an average of 80% eye
69.

contact when listening.
c)

a) In other words, in most cultures, to build a good relationship with others, your gaze

Michael Argyle, a pioneer of social psychology and non-verbal communication skills in

should meet theirs about 60 to 70% of the time.

Britain, found that the amount of eye contact in a typical conversation ranges from 25％

b) This will also cause them to begin to like you.

to 100％ , depending on who’s talking and what culture they’re from.

c)

d) The Japanese tend to look away or at your throat, which can be disconcerting for cul-

This causes B to think that A likes him, so B will like A in return.

d) Argyle also found that when person A likes person B, he will look at him a lot.

turally inexperienced Westerners and Europeans.
(a)  a ─ c ─ b ─ d

(b)  a ─ d ─ c ─ b

(a)  a ─ b ─ d ─ c

(b)  b ─ c ─ a ─ d

(c)  c ─ b ─ a ─ d

(d)  c ─ d ─ a ─ b

(c)  b ─ d ─ a ─ c

(d)  d ─ c ─ a ─ b

(e)  d ─ c ─ b ─ a

(e)  d ─ a ─ c ─ b
70.

67.
a)

Some people can make us feel comfortable when they talk with us.

問 66 ～問 69 を一つの話として成り立つように並べ変えなさい。

b) It is only when you see “eye to eye” with another person that a real basis for communication can be established.
c) Initially, this has to do with the length of time that they look at us or with how long

(a)  66 ─ 69 ─ 67 ─ 68

(b)  67 ─ 66 ─ 69 ─ 68

(c)  68 ─ 66 ─ 69 ─ 67

(d)  68 ─ 67 ─ 66 ─ 69

(e)  69 ─ 68 ─ 67 ─ 66

they hold our gaze as they speak.
d) And others make us feel ill at ease.
(a)  a ─ b ─ c ─ d

(b)  a ─ d ─ c ─ b

(c)  b ─ a ─ d ─ c

(d)  c ─ a ─ d ─ b

(e)  c ─ b ─ a ─ d
68.
a) This means that not looking away becomes a subtle way to deliver a challenge or show
disagreement when someone gives their opinion or point of view.
b) It is not surprising, therefore, that the nervous, timid person who meets our gaze less
than one-third of the time is rarely trusted.
c) This is also why, in negotiations, dark tinted glasses should be avoided as they make
others feel you are either staring at them or trying to avoid them.
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解

答

〔Ⅰ〕

・

解

説

＜文脈語彙問題＞。fast は多義語。「速い；
固定して動かない」以外に「断食する」の意味

【解答】

ない，とある。full-blown は，
「欠点」が生じ

状のない糖尿病患者（疫学調査）を捕捉しない

な い 場 合 の「 疫 学 調 査（a… epidemiological

可能性」が生じてしまう。

survey）
」に関連する。
11.

がある。-ing 形からこの fast は動詞であると

＜文脈語彙問題＞。cumbersome「複雑で手

【全訳】
糖尿病（mellitus「蜂蜜のように甘い」
）は，
尿を甘くする糖分の排出からその名をとってい

  1.

d

  2.

b

3.

a

わ か る が， さ ら に 文 脈 を 確 認 す る。「 人（a

間がかかる」
。文脈上，後方の simpler と対比

る。糖尿病は２つの型になって起こる。１型，

  4.

c

5.

d

6.

c

person）」 が「 ８ ～ 12 時 間（for 8 to 12

されている。

あるいは若年性糖尿病は 30 歳以前に最も多く

  7.

a

8.

a

  9.

c

hours）」継続すること，「血漿中のブドウ糖濃

12.

発症する。他方，２型，あるいは後年性糖尿病

10.

b

11.

b

12.

c

度」を測って「糖尿病を確定する（It becomes

＜内容一致問題＞では，①必ず本文中に根拠

は，ほとんどの場合 30 歳を過ぎてから発症す

13.

b

14.

c

15.

a

established）」際に行われること（ともに同じ

を求める，②選択肢を細かく分析する，を実践

る。両型とも，基本的な病変や治療への反応は

16.

d

文）から推測する。

する。第１パラグラフの最終文から (c)「重篤

異なるものの，血糖値が異常な段階にまで至る

6.

な病気に進展しうる」が正解。

糖の代謝機能障害という点では共通である。こ

13.

の病気の転帰のうちのいくつかに，尿へのブド

＜文脈語彙問題＞。solution には「解答」以

【出典】
Epidemiology(adapted): Rodolfo Saracci

外に「溶液」の意味もある。文脈では，「被験

＜内容不一致問題＞。NOT（設問条件）を見

ウ糖の排出と，体組織における高血糖があり，

者に飲ませる（to have the… subjects drink）」

落とさない。(a) は第２パラグラフ第１文（un-

さらに心血管系や神経系における一連の合併症

ものであること，「75 ｇのブドウ糖」に関連す

explained weight loss）
，(c) は 同 第 ３ 文，(d)

も含まれる。糖尿病がきわめて重篤な病気とな

るものであること（ともに同じ文）から推測す

は同第１文（recurrent infections）
，に各々根

りうるのは，これらの合併症の進行によるもの

カバーできない語句の意味を，文脈によって特

る。

拠がある。しかし，(b)「血漿中のブドウ糖濃

である。

定する問題。juvenile「青年の」を知っていれ

7.

度 が 空 腹 時 に 100mg/dl の 人 」 は 同 第 ２ 文

【解説】
1.
＜文脈語彙問題＞。多義語や受験レベルでは

ば (d) と即答できるが，知らなくても文脈で判

＜文脈語彙問題＞。名詞の value には，
「価格；

断できる。後方の before the age of 30 が手が

価値」以外に「数値」の意味もある。文脈では，

かり。
2.
＜文脈語彙問題＞。lesion「傷；病変」。文
脈 を た ど る。
「 ２ つ の 糖 尿 病 の 型（Both

「126mg/dl 以上」に該当しない。
14.

糖尿病の診断においては，多尿や喉の渇き，
反復性感染や原因不明の体重減少（特に１型，
あるいは２型においてはそれまでの肥満からの

「140 ～ 199mg の間」にあるもの，「ブドウ糖

＜内容一致問題＞。第４パラグラフ第１文を

体重減少）等の症状の存在によって疑われるだ

の調整機能障害を示す（indicate）」ものであ

見る。(c)「研究者たちは既に糖尿病と診断さ

ろう。またそれは，８～ 12 時間絶食した人の

ること（ともに同じ文）が手がかり。

れた被験者を診察する可能性がある」が正解。

血 漿（ 血 液 分 画 ） 中 の ブ ド ウ 糖 の 濃 度 が，

8.

15.

126mg/dl またはそれを超えれば認められる。

＜内容一致問題＞。第４パラグラフ第２文を

多くの糖尿病の症例，特に２型では，数年間症

見る。(a)「既存の診断を信頼できるかという

状がなく，他の理由によってなされる定期的な

問題に直面するだろう」が正解。(d)「疫学的

血液検査によってのみ確認される。この場合，

る」。文脈では，「相違（differences）」によっ

手順に常に従わなければならないだろう」は，

その診断は，絶食状態で血液検査を繰り返して

てなされること，それが「欠点（a downside）」

同最終文「中間的解決」と合わない（特に al-

最初の結果の裏付けがとれる場合においての

文 脈 で は，
「 糖 尿 病 の 転 帰（the consequenc-

であること（ともに同じ文）に注目する。

ways）
。

み，
（糖尿病が）認められるとされる。

es）
」の１つであり（同じ文）
，
「糖尿病をきわ

10.

16.

＜語彙問題＞。in fact「実際に；実際は」。

types）
」の「相違点（differ in…）
」になる特徴
で あ る こ と， そ れ が「 基 本 的（underlying）」
であること（ともに同じ文）が手がかり。
3.
＜文脈語彙問題＞。complications「合併症」。

9.
＜文脈語彙問題＞。perturb「を不安にさせ

研究目的のために行われる疫学的調査のう

＜文脈語彙問題＞。full-blown「満開の；本

＜内容一致問題＞。第４パラグラフ最終文を

ち，唯一最良の診断方法は，絶食した被験者に

ことに着目。

格的な」。文脈を確認する。前方にある「欠点（a

見 る。
「 中 間 的 解 決（An intermediate solu-

75g のブドウ糖濃縮液を飲ませ，２時間経過

4.

downside）」は，「病気の定義や診断のやり方

tion）
」では，
「既存の診断」と「疫学調査」を

後にブドウ糖の血漿における濃度（血漿グル

における相違」によって引き起こされるが，
「確

はかりにかける。
両者のズレが悪い方に出ると，

コ ー ス 濃 度 ） を 測 る こ と で あ る。 数 値 が

立した定義や統一的な手順」（後方）では生じ

(d)「症例が記録にないため（既存の診断）
，症

200mg/dl またはそれを超える場合は糖尿病と

めて重篤な病気にしうる」ものである（次の文）

＜語彙問題＞。presence「存在」
。
5.
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＜内容不一致問題＞。EXCEPT（設問条件）

の診断が可能であり，他方で数値が 140 から

という意味があり，これが最も近い。

ly asked には「正式に要請した」という意味で

199 の間にある場合は，ブドウ糖の調節機能

18.

あ り， こ れ が 最 も 近 い。commission が com-

を見落とさない。(c) を入れて，
「ギニア虫感染

mit（
「委ねる，委任する」
）の派生語であるこ

症の危険性を除いて，
国際的保健医療の必要性・

障害，つまり糖尿病を発症する可能性が高い状

＜文脈語彙問題＞。initiative はここでは「構

態を示している。

想 」 と い う 意 味。(a) の scheme に は「 計 画，

とに注目する。

現代疫学・天然痘の治療法のすべてが本文にお

疫学研究のためのこのような調査を行うとき

構想」という意味があり，これが最も近い。第

24.

いて言及されている。
」とする。ギニア虫感染

は，研究チームは，実際，既に糖尿病であると

１パラグラフ冒頭の The malaria eradication

＜内容一致問題＞。第１パラグラフ第２文参

症の「危険性」については本文において言及さ

わかっていたり，さらなる検査が不要であると

programme（ マ ラ リ ア 根 絶 計 画 ） と，the

照。(c) を入れて，
「本文によれば，マラリア根

れていない。第３パラグラフ第１・２文参照。

考えられうる何人かの被験者に出くわす。しか

World Health Organization (WHO) smallpox

絶計画は，イタリアで成功した。
」とする。

しながら，既存の診断を受け入れる場合，病気

eradication initiative とが，「対照的」（第２パ

25.

の定義や診断のやり方におけるその地域の各医

ラグラフ冒頭の By contrast 参照）であると述

＜内容一致問題＞。第２パラグラフ第３・４

制圧に焦点が合わされたのだが，それは計画開

師間にある相違によりデータが混乱してしまう

べられていることに気付くと，本問を解く手が

文参照。(d) を入れて，
「本文によれば，天然痘

始当初とくらべてかなり地味なものだった。そ

結果に陥り，それは，確立した定義や統一的な

かりになる。

の根絶は，国際協力・現代医学・伝統的な医学

の失敗はずっと批判的分析の格好の標的となっ

手順のもとに行われる直接的，本格的な疫学調

19.

のすべてに基づいていた。
」とする。

ているのだが，実はいくつかの成功も達成して

26.

いたのであり，例えば，ヨーロッパ地中海諸国

査によっては生じない欠点である。より信頼で

＜語彙問題＞。save はここでは「…を除いて」

＜内容一致問題＞。設問の「本文によれば，

【全訳】
マラリア根絶計画は，1969 年，静かにその

においてである。そこでは，マラリアは第二次

きるもののより面倒な調査と，より簡単ではあ

という意味の前置詞。(d) の except は，前置詞

るがさほど信頼できないといえる，既存診断を

に「…を除いて，…のほかは」という意味があ

どのようにして天然痘は蔓延するか。
」に対す

世界大戦の混乱期に再流行していたにもかかわ

額面どおり受け入れることとの間において中間

り，これが最も近い。

る答えとして適切であるのは，(a) の「あるヒ

らずである。イタリア，スペイン，ポルトガル，

的な解決をするなら，
それは，
医師や病院のファ

20.

トから別のヒトへ」である。第２パラグラフ第

そして注目すべきはギリシアといった他の諸国

６文参照。

よりは経済的にははるかに遅れていた国々が，

27.

その運動期間中にマラリア撲滅を宣言されたの

イルにある医療記録を徹底的に精査した後にお

＜語彙問題＞。reservoir はここでは「保有

いてのみ診断の承認または却下をすることに

宿主，保菌者」という意味。(c) の carrier には
「保菌者」という意味があり，これが最も近い。

よって成り立つものであろう。

21.

〔Ⅱ〕

＜文脈語彙問題＞。truism はここでは「自
明の理」という意味。(d) の self-evidence には

【解答】
17.

a

18.

a

19.

d

20.

c

21.

d

22.

b

23.

a

24.

c

25.

d

26.

a

27.

a

28.

d

29.

b

30.

c

「自明な事柄」という意味があり，これが最も

The History of Medicine(adapted): William
【解説】
17.

28.

いに評価されている。天然痘の最後の自然発生
月に，この病気は撲滅されたと承認された。結

手がかりになる。

ルマアタ会議によって提示された計画は，広が

局のところそれは，医学だけではなく国際協力

22.

りゆく国家間の経済格差・戦争・薬物耐性病原

と善意の産物であった。その撲滅は，古くから

体のすべてが原因で，実現するのは困難だっ

（民間において）伝わっていたワクチンの発見

こでは「損失」に近い意味。したがって，(b)

た。
」とする。

のおかげであり，伝統的な症例追跡や，隔離，

の losses（「失ったもの，損失（物）」）が最も

29.

危険性のある集団に対する集団予防接種のおか

＜内容一致問題＞。設問の「本文によれば，

げである。対症療法を除いて治療法は存在しな

と対比になっていることに注目する。

より貧しい国々における将来の問題は何か。
」

かった。天然痘は，動物には天然の保有宿主が

23.

に対する答えとして適切であるのは，(b) の「肺

存在しなかった，つまりヒトからヒトへ感染し

癌」である。第４パラグラフ第２・３文参照。

たため，根絶することができたのだし，また隔

30.

離と予防接種によって制圧することができたの

託した，依頼した」という意味。(a) の formal-

医験vol.2.01-p062-090英語_校了.indd 80-81

根絶構想は，今でも現代医学の大偉業として大

照。(d) を入れて，
「本文によれば，WHO のア

という意味。(a) の chaos には
「無秩序，
大混乱」

2012

要性について宣言が採択された。
」とする。

ことを述べているのに注目すると，本問を解く

＜語彙問題＞。commissioned はここでは「委

second number

対照的に，世界保健機関（WHO）の天然痘

症例が 1977 年に報告され，そして 1980 年５

＜語彙問題＞。disruptions はここでは
「混乱」

80

のアルマアタ会議では，プライマリ・ケアの重

うところまで行った。

＜内容一致問題＞。第３パラグラフ第６文参

近い。but をはさんで，直前の gains（「得る物」）

Bynum

文参照。(a) を入れて，
「本文によれば，WHO

である。スリランカでは，もう少しで撲滅とい

近い。直後の同格 that 節の内容がごく当然の

＜文脈語彙問題＞。setbacks（「後退」）はこ

【出典】

＜内容一致問題＞。第３パラグラフ第３・４
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である。
それは管理された運動ではあった。もっ

重大疾患のひとつであると認められ，英国の医

この文の主節の主語（S）は that（＝ the ter-

が入る。従属接続詞になりうるのは (a) のみ。

とも，それゆえにその重要性が色あせることは

学研究協議会（MRC）は二人の個人，ある数

minology）
。したがって，V には「三単現の S」

38.

まったくない。

学志向の臨床医と一人の統計学者に，病気の蔓

が必要。
「科学は多少とも普遍的な用語を用い

＜文脈語彙問題＞。allay はここでは「…を

延の調査と，原因究明の試みを委託したのだっ

ているにもかかわらず，警察活動や法律におい

弱める，和らげる」という意味。(a) の soothe

た。

て用いられている用語は，同じ単語が異なる管

には「…を和らげる」という意味があり，これ

轄で異なるものを意味しうる程度にまでかなり

が最も近い。allay を含む一文冒頭の while に

変動する。
」

注目すると，while 節と主節とが対照的内容に

35.

なることがわかる。したがって，allay は直後

単一疾患に対する縦割の運動はいまだ魅力的
であるし，いくつかは成功を収めてきた。ポリ
オはほとんど根絶されているし，ギニア虫感染
症やオンコセルカ症は（運動の）効果が表れて

〔Ⅲ〕

いるとみなされている。
単一疾患対策の魅力（作

【解答】

業は型通りなのだが）にもかかわらず，プライ
マリ・ケアの重要性もまた認識されてきている。
WHO のアルマアタ会議では，国際的保健医療
の必須の目標として，横並びの計画が公式に認
められた。要するに，これは，医療や社会の基
盤整備が現代の公衆衛生や保健医療の持続的な
提供にとって前提条件となるという自明の理を

31.

a

32.

d

34.

c

35.

c

33.

c

【解説】
31.
(a)Contraceptive users → The number of
contraceptive users

(c)costs → takes
「 時 間 」 が か か る 場 合 は take。
「費用」は

対してマイナス方向に働く他動詞となるはずで

cost。
「家族の健康はあまりにも重要すぎて知

ある。(b) の aggravate
（
「～をさらに悪化させる，

らないということはありません。この検査は

一層重くする」
）をはじめ (c)・(d) ともに作用

まったくの無料であり，ほんの１～２分しかか

の方向としてはプラスであるから，消去法を用

かりませんが，しかしその結果はいずれにせよ

いても，必然的に正解は (a) となる。

家族の生活の質を改善する手助けとなるでしょ

39.

う。
」

承認したのみである。しかし，その実現は，富

「X（の数）が増加する」の意味では，*X in-

める国と貧しい国との間にある経済格差が過去

crease で は な く，The number of X increases

数十年間広がり続けており，HIV や薬物耐性マ

または X increase in number とする（これら

〔Ⅳ〕

ラリア，結核，そして戦争も立ちはだかってい

の increase はすべて動詞）。「避妊薬の使用者

【解答】

るため，現在のところ遅々たるものである。前

は，次の５年間で 28％増加し，2020 年まで

世紀末の数十年間，得る物はいくつか存在して

に 79％増加するだろう。」

きたが，それ以上に後退することも多かった。

32.

見通しは，控えめに言っても，厳しいものであ

(d)remarkable → remarkably

る。

形容詞 simple を修飾するには副詞を用いる。

より貧しい国々におけるこれらの問題のいく

「その本は証拠の収集と分析についてのもので

つかは，西洋の，そこでは，アルコール中毒や

あるが，しかし時折これらの手続きの両方が著

薬物使用，耐性結核に HIV，そして肥満が主な

しく簡単なものとなりうる。」

健康問題となってきているのだが，それらの問

33.

の her doubts（＝ while 節の内容を指す）に

＜空所語句補充問題＞。直後の young 以下
に不定詞 to worry が続くことに注目する。(d)
を入れて，
「too ＋形容詞＋ to do」の形にする。
40.

36.

c

37.

a

38.

a

39.

d

40.

c

41.

a

42.

a

43.

b

44.

c

45.

d

【出典】
Health Communication(adapted): Renata
Schiavo
【解説】

＜空所語句補充問題＞。
（文修飾の）副詞 (c)
が入る。
41.
＜語彙問題＞。incidence はここでは「
（病
気などの）発生（率）
」という意味。(a) の occurrence には「発生」という意味があり，こ
れが最も近い。
42.
＜空所語句補充問題＞。直後の同格 that 節
の内容から考える。

題を単に反映しているだけである。西洋から輸

(c)separating → separate

入されたある社会的習慣が，次の数十年間にお

is used to do「…するために使用される」。is

いて時限爆弾となる恐れがある。それは喫煙で

used to A[doing]「A［…すること］に慣れて

通例 in the sun を伴うと「日光浴をする」とい

＜空所語句補充問題＞。直後の名詞 stages

ある。
喫煙と肺癌との直接的な関連性の発見は，

いる」と区別する。ここでは，and でつながる

う意味。(c) の bathing の原形 bathe にも「日

との間には修飾・被修飾関係が成り立っている

現代疫学的調査の偉大な業績の一つである。肺

identify が原形であることも手がかり。「クロ

光浴をする」という意味があり，これが最も近

ことから，(a) と (d) は入らない。また同時に，

癌は前世紀以前ではまれな疾患であったが，両

マトグラフィーは，多くの物質を分離し特定す

い。直後の in the sun が本問を解く手がかりに

能動の主述関係が成り立っていることから，(c)

大戦間の時期に徐々に増加していることが，多

るために使用されうる分析技術である。」

なる。

も入らず (b) が入る。remain は自動詞なので，

くの臨床医や何人かの統計学者によって注目さ

34.

37.

受動の主述関係を構成しないことに注意。

れた。1940 年代後半までには，肺癌は現代の
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(c)vary → varies

36.
＜文脈語彙問題＞。basking の原形 bask は，

＜空所語句補充問題＞。空所には従属接続詞

43.

44.
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＜空所語句補充問題＞。目的語が the sun-

イノベーション普及理論によれば，ルチアーナ

試供品や，日焼け止めをいつ塗ればよいかとい

小侵襲外科手術が急速に誕生」と矛盾する内容

screen であることから考える。apply には「塗

は，もしより強力な日焼け防御剤を使用し，人

うことについての詳細な注意書きによって，そ

となる。空所前方の still にも着目して，(d)de-

る」という意味があることに注意。

工ランプの使用を制限するようになれば，仲間

の使用を容易にさせることもできる。

sired を選ぶ。leave much to be desired「遺憾

45.

集団におけるイノベーター（導入者）または早

すべての手段や活動が，ルチアーナにとって

期導入者とみなされるだろう。仲間や周囲の友

の必要性を考慮したうえで設定され，自分が総

ambassador（
「大使，代表（者）
」
）は，ここで

だちに対し自分のまねをするようにと話すこと

合的な変化過程におけるキーパーソンであると

＜文脈語彙問題＞。benchmark「基準」
。文

は結局 (d) の innovator（
「導入者」
）を指す。

ができるなら，理想的であろう。

感じさせるものである場合においてのみ，変化

脈では，直後の for measuring… skills「… 技

ルチアーナがイノベーターまたは早期導入者

が生じるであろう。もしこれらの必要性を十分

術を測るための」が手がかり。

となりうることを十分に示すいくつかの事実が

に満たせば，ルチアーナは，自分の周囲の友だ

49.

ア南部の海岸沿いの町に住んでいて，ビーチに

ある。それは彼女の教育水準，社会経済的背景，

ちや仲間，社会的集団の間において，日焼け止

＜内容書換問題＞。
下線部を細かく分析する。

行くのが好きである。夏休みや期間中や春の遅

性格，メディアへの接近，変化に対する姿勢，

めを使用することの重要性に関する代表者とな

despite A「A に か か わ ら ず 」
。its は 後 方 の

い時期の週末の多くは，友だちとおしゃべりし

社会との関わりである。

るであろう。

＜文脈語彙問題＞。文章全体から考える。

【全訳】
19 歳の大学生であるルチアーナは，イタリ

たり，ビーチバレーをしたり，泳いだりして，

普及理論の各段階（意識，知識や関心，決定，

日に４～６時間，日光浴をして過ごす。彼女は

試行錯誤，行動の承認と拒絶）に目を向けるな

〔Ⅴ〕

低い日焼け防御指数（SPF）の日焼け止めロー

らば，第一段階は，ルチアーナに，皮膚癌の重

【解答】

ションを使い，しかも，シーズンの最初の方に

症度，近年の増加，日光に当たることや人工ラ

しか使わない。一度日焼けすると，まったく使

ンプの使用との関連性に気づかせることであ

わないこともある。友だちのほとんどもめった

る。近年の事例や発生率の資料も，彼女の意識

に日焼け止めを使わないか，
もし使う場合でも，

を強め，日焼け止めの使用の必要性を教えるた

低い SPF の同種のものを使う。冬の間は，ル

めに用いられるべきである。

チアーナは人工紫外線ランプを使って，日焼け

もしルチアーナが既に病気の重症度や関連す
る危険因子に気づいているなら，皮膚癌を彼女

を維持する。
夏に素敵な tintarella（イタリア語で日焼け）

やその友人たちと関連させることに伝達内容を

な点が多い」
。
48.

the… technique を指す。drawback
「不利な点」
。
「最小侵襲外科における比較的近年の技術は，
多くの長所があるものの，いまだ多くの欠点も
抱えている」が文意。(d) が正解。

46.

b

47.

d

48.

a

49.

d

50.

d

51.

c

52.

b

53.

d

54.

a

55.

c

【出典】
Medicine ② (adapted): Sam McCarter
【解説】

50.
＜空所語句補充問題＞。
「前置詞＋関係代名
詞＋ to do」
。
He has a lot of friends to consult with.
（彼には相談できる友人がたくさんいる。
）
to consult with が不定詞の形容詞的用法とし
て friends を修飾。この場合，同じ文意で前置
詞 with だけを前方に持っていこうとしても，

となることは，イタリア人の大好きな趣味であ

絞るべきである（普及理論の第二段階）。皮膚

り，
とても魅力的であると考えられている。人々

癌は若者にも起こりうることや，日光の有害作

＜内容書換問題＞。
下線部を細かく分析する。

*He has a lot of friends with to consult.

は互いの tintarella 具合を褒め合うのだ。ルチ

用は若年のうちから始まるという知識は，ルチ

ここでは，
「時 A ＋ see ＋出来事 B」
（無生物

そこで前置詞と不定詞の間に関係代名詞をは

アーナとその友だちの何人かは，長期に渡って

アーナの日光暴露に対する関心を高めることに

主語構文「A に B が起こる」
）となっている。

連続的に日光に浴びることは皮膚癌の危険因子

役立つかもしれない。

operating theaters「手術室」
。以上から，下線

46.

「前置詞＋ to do」となるため不可。

さむ。
He has a lot of friends with whom to con-

であることにいくらか気づいているかもしれな

ルチアーナがイノベーション普及理論の残り

部は，
「近年，手術室において，最小侵襲外科

いが，一方で，その美容上の魅力や日に焼けた

三つの段階を実践する過程において，推奨行動

手術が急速に誕生している」の意であり，これ

肌が社会的に受け入れられていることから，日

を続ける能力とともに，社会的支援もまた，適

を表すものは (b)。

その身代わりとして前置詞 with の目的語に

光に浴びることに対する不安感が弱められてい

切な伝達手段や活動を通じて奨励されるべきで

47.

なっている。

る。彼女は，自分は若いので皮膚癌を心配する

ある。このような段階においては，ルチアーナ

＜空所語句補充問題＞。まず空所を含む１文

ことはないとも思っているか，それについて十

は，行いを変えることの利点を認知し，それが

を考えたうえで，文法・語法および意味・文脈

分な知識を持たず，そしてそれゆえもっとより

自分の生活スタイルにとって受容できるもので

の両面から選択肢を絞っていく。

強力な日焼け防御剤を使用する必要はないと感

あり，また実行し維持しやすいものであると気

じている。

づかなければならないであろう。日焼け止めの
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ここでは，文頭の However「しかしながら」
に着目。空所を含む文は，
文脈上，
直前の文「最

sult.
関係代名詞 whom は friends を先行詞とし，

51.
＜空所語句補充問題＞。broadly speaking
「概
して言えば」
。
52.
＜空所語句補充問題＞。文脈を確認する。直
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場合，
「ある，一定の」といった意味になる。

前の文「経験のある外科医が彼らを評価する」

養成方法は現在のところ二つある。一つは，い

から，(b)subjective「主観的な」を選ぶ。

わゆるボックス・トレーナーである。つまり，

53.

閉じた長方形の箱の中で，研修医が，外科装置

＜空所語句補充問題＞。後方の that are tai-

＜空所語句補充問題＞。文脈を確認する。直

を用いた基本的な手技（手の動き）を実技練習

lored に始まる関係詞節の内容から考えると，

４パラグラフの主旨を踏まえて考える。個人的

前のパラグラフ第１文に「２つの… 方法（two

することができるのである。研修医がこれを

a. の personalized（
「個別の」
）が適切である。

な遺伝の情報を医学的治療に応用することに関

… methods）
」とあり，
同第２文に「１つ目（The

行っている間に，経験のある外科医が彼らを評

57.

して，前者は利点が明白ではない場合，後者は

first）
」
が出てくる。空所はこれを受けたうえで，

価することができる。明らかにこれは，主観的
といえる方法である。

「残り（２つ目）
」の方法。

もう一つの方法は，仮想現実トレーナーであ

54.

【解説】
56.

＜空所語句補充問題＞。前方の diet, exer-

62.
＜空所語句補充問題＞。第３パラグラフと第

明確な場合について論じている。したがって，

cise, medication を抽象化して要約したものが

両者をつなぐものとして空所に入るのは，
「逆

入る。つまり，
（病気の発症可能性を減らす）
「手

説」のディスコースマーカー（談話標識）であ

＜文脈語彙問題＞。tactile response「触覚

る。それは，コンピュータ・シミュレーション

段」を意味する単語が入る。直前に「その他の」

る。この位置には，等位接続詞である b. の but

反応」
。tactile の意味を文脈で特定する。前方

を用い，外科医の動きについて高度な記録・分

の意味の other（通例，複数名詞を伴う）が付

や従属接続詞である d. の although は入らず，

の For example「例えば」から，feel no tactile

析を可能にするものである。しかしながら，こ

いているので，単数形である a. の way は入ら

副詞である a. の however が入る。

response は何かの「具体例」とわかる。さら

の養成方法には，現実感を欠くという重大な欠

ない。単複どちらにも扱われる b. の means が

63.

に前方にその「抽象」部分を探す。
「現実感を

陥がある。例えば，外科的処置を行う際，使用

適切である。なお内容的にも，上記「手段」は

欠く」が「抽象」
。

者は触覚反応を何ら感じ取れない。

複数個存在すると考えられるので，複数として

and B「A も B も両方とも」とする。

扱われるものが適切であろう。

64.

このように，これら二つの養成方法にはそれ

55.
＜語彙問題＞。incorporate「を一体化する」。

ぞれ欠点がある。クマラは，外科医にとって実

58.

＜空所語句補充問題＞。d. を入れて，both A

＜空所語句補充問題＞。a. を入れて，of interest ＝ interesting とする。
「of ＋抽象名詞」

用的であり，同時に外科医によって操られる器

＜ 空 所 語 句 補 充 問 題 ＞。d. の 疑 問 形 容 詞

近年，手術室において，最小侵襲外科手術が

具の動きを記録し分析する養成ツールを開発す

what を入れて，
「それがどの程度まで望ましい

＝形容詞であり，ここでは，形容詞句 of inter-

急速に誕生している。しかし，この分野におけ

ることで，この状況を変えようとしてきた。こ

ものであるかも明確でない。
」とする。この

est は，
「make ＋ O ＋ C」
（O を C にする）の

る外科医の養成は，いまだ満足のいかない点が

の方法は，“TrEndo” の名で知られる安価で比

what は，仮主語（it is unclear の it）に対する

C として機能している。

多い。

較 的 単 純 な 追 跡 装 置 を 使 っ て 実 現 さ れ る。

真主語となる名詞節をまとめている。to … de-

65.

研究者であるマグダレナ・クマラは，外科医

TrEndo は，すべての方向に対する外科医の動

gree（
「…程度まで」
）にも注意。

の動きを記録し，分析する実用的な養成システ

きを記録する３つの光センサーを一体化したも

59.

ムを開発することによって，
この状況を変えた。

のである。

【全訳】

結果として，現在，最小侵襲外科の分野におい
て外科医の基本技術を測る初の客観的な基準が

〔Ⅵ〕

存在するのである。

【解答】

最小侵襲外科における比較的近年の技術は，
多くの長所があるものの，いまだ多くの欠点も
抱えている。そのような欠点の一つは，外科医
の養成に関連するものであり，いまだに大部分
は，体系化されているとはとてもいえない方式
で行われ，さらに，研修医の習熟度を測る客観

a

57.

b

58.

d

59.

c

60.

a

61.

b

62.

a

63.

d

64.

a

65.

c

【出典】

的な基準を何ら伴うことなく行われるのであ

Human Evolutionary Genetics

る。

(adapted): Mark A. Jobling, Matthew Hurles

概して言えば，最小侵襲外科のための無難な
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and Chris Tyler-Smith

thus 以下の内容，特に our evolutionary past

＜空所語句補充問題＞。generally（
「一般的

（
「私たちの進化論的な過去」
）に注目して考え

に」
）よりも universally（
「普遍的に」
）の方が

ると，c. の selection（
「淘汰」
）を入れるのが

意味が強いことから考えて，c. の if not（
「…

適切である。

とはいわないまでも」
）を入れる。

56.

＜空所語句補充問題＞。後方の，and may

60.

【全訳】
臨床遺伝学の目標の一つは，
「個別化医療」

＜空所語句補充問題＞。前方の，第３パラグ

である。つまり，個々人の特定の遺伝子配列に

ラフ第１文前半の内容から考えると，a. を入れ

合わせた治療である。未来の筋書きのいくつか

て，makes a large difference（
「大きな相違に

においては，すべての人が，複雑な病気に対す

なる」
）とするのが適切である。

る遺伝的感受性を特定するため多数の遺伝子座

61.

に類型化され，そしてさらに，自分たちがかか

＜空所語句補充問題＞。b. を入れて，by a

りやすいいかなる病気も発症する可能性を減ら

certain age（
「ある一定の年齢までに」
）とする

すために，食事や，運動，投薬，その他の手段

のが適切である。certain は，名詞を修飾する

によって生活スタイルを修正するであろう，と
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ある。進化遺伝学を理解すれば，このような多

＜ 整 序 問 題 ＞。 指 示 語 に 着 目 す る。d) の

てのみである。私たちと話をして居心地がよい

様性の現時点における分布を理解する一助にな

when two people 以 下 の 内 容 は，a) の This

と感じさせる人々がいる。そして他方で，気分

とはなりそうもなく，それがどの程度まで望ま

りえ，この分野は現在多くの注目を集めている。

means の This が受けて，that 節で裏から言い

を悪くさせる人々もいる。まず，これらのこと

しいものであるかも明確でない。倫理的な懸念

さらにこの多様性は，食物のような過去の環境

換えられているのに気付くことがポイント。こ

は，相手が私たちを見つめる時間の長さ，ある

があるのである。つまり，いくつかの遺伝子ス

的要因からの淘汰を十分に反映するものであ

れにより，解答には d) ─ a) のつながりが含ま

いは，彼らが話す際にどれくらいの間私たちを

クリーニング検査は，新生児のフェニルケトン

り，したがって，私たちの進化論的な過去に対

れることが確定して，解答を (c) に絞ることが

見つめさせるのかということに関係している。

尿症（PKU）の検査のように，普遍的とはいわ

する考察の，この分野はそれに値する注目を受

できる。

ないまでも，
一般的には望ましいとされている。

けてこなかったのだが，豊富な材料となりうる

69.

しかし，すべての検査が同じように見なされて

ものである。

予想されている。
この予想は，特に最後の部分において，現実

いるとは限らないのである。
PKU 検査は，遺伝的感受性を持った人が自

〔Ⅶ〕

分の食事を改めることができないことに対する

【解答】

結果が，十分に理解され，また深刻かつ不可避
であり，さらに，食事の改良によって大きく結
果が変わるため，
受け入れられているのである。
検査の利点は，
この病気の発症がはっきりせず，

66.

c

67.

c

69.

d

70.

b

68.

c

【出典】

英国の社会心理学と非言語コミュニケーショ
ン能力の先駆者であるマイケル・アーガイルは，

＜文整序問題＞。指示語に着目する。まず d)

誰が話しているのかや当事者の出身地によっ

の that 節 の 内 容 は，c) の This causes の This

て，典型的な会話におけるアイコンタクトの量

が受けて，その帰結が B to think 以下の内容と

が 25% から 100% に及ぶことを発見した。彼

なっているのに気付くことがポイント。これに

は，私たちが話をするときは，40 から 60% の

より，解答には d) ─ c) のつながりが含まれる

アイコンタクトを維持し，そして聞くときは平

ことが確定する。さらに，b) の them が a) の

均して 80% のアイコンタクトを維持している

others を指すのに気付くことがポイント。こ

ことを発見した。この規則の目立った例外は，

れにより，b) の方が a) より前に来ることが確

アジアや南アメリカのいくつかの文化であり，

すぐに治療ができないときは，さほど明白では

The Definitive Book of Body Language

定する。以上から解答を (d) に絞ることができ

そこではアイコンタクトを続けることは，攻撃

ない。ある一定の年齢までにアルツハイマー病

(adapted): Allan & Barbara Pease

る。

的または不遜であるとみなされる。日本人は目

70.

をそらすか喉元を見る傾向にあるが，そのこと

を発症する可能性が 70% あり，これをもしか
したら 60％まで減少させることができるとい

【解説】
66.

＜パラグラフ整序問題＞。ディスコースマー

は , 文化交流に慣れていない西洋人やヨーロッ
パ人を困惑させることにもなりうる。

うことを誰が知りたいと思うであろう。この問

＜文整序問題＞。指示語に着目する。a) の

カー（談話標識）に着目する。まず 69.d) の

題は，多くの感受性遺伝子が特定されていくに

this rule が b) の when we talk 以下の内容を指

also に注目する。これが，66. におけるアーガ

アーガイルは，Ａという人物がＢという人物

つれ，いっそう議論の対象となっていくであろ

すのに気付くことがポイント。これにより，b)

イルの発見に対してさらなる発見を「添加」し

を好きな場合，ＡはＢをよく見るであろうとい

う。

の方が a) より前に来ることが確定して，解答

ていることを示すディスコースマーカーである

うことも発見した。これは，Ｂが，Ａが自分を

を (c) に絞ることができる。なお，d) は a) の

のに気付くことがポイント。これにより，解答

好きであると思うきっかけともなり，そのため

を判断することや，その情報を医学的治療に応

具体例である。

には 66. ─ 69. のつながりが含まれることが確

お返しに今度はＢがＡを好きになるであろう。

用することに明確な利点が存在する。薬物治療

67.

定する。さらに，68.b) の therefore と同 c) の

いいかえれば，たいていの文化では，他者と良

しかし，ある分野においては，遺伝的多様性

の反応に関する個人差においてである。ある薬

＜文整序問題＞。指示語と相関語句を含んだ

This is also why に注目する。これが，66. ─

好な関係を築くために，時間の約 60 から 70%

物の同量の投与量に対する反応は，治療効果ま

表現と議論の流れとに着目する。c) の主語で

69. におけるアーガイルの発見から導かれる

の間は，互いにじっと見つめ合うべきである。

たはその反対の意味においてともに，個々人間

ある this が，相関語句 Some … others を含ん

（二つの）
「帰結」を示すディスコースマーカー

また，これによって，他者が自分を好きになり

においてかなりの差異が生じうる。そしてこの

だ a) ─ d) の内容を指すのに気付くことがポイ

であるのに気付くことがポイント。
これにより，

個人差のいくつかは遺伝的に判断できるのであ

ント。これにより，解答には a) ─ d) ─ c) の

解答には 66. ─ 69. ─ 68. のつながりが含まれ

る。

つながりが含まれることが確定する。さらに，b)

ることが確定する。なお，67. は本パッセージ

私たちの視線と合わせる神経質で気弱な人は

このこと自体，この主題を進化遺伝学にとっ

は本パラグラフの主題・主張を述べているので

全体の主題・主張を述べており，先頭に来る。

めったに信用されないのは驚くべきことではな

て興味深いものにさせているのだが，しかしさ

先頭に来ると判断できる。以上から解答を (c)

らに別の要因が存在する。それは，薬物反応は

に絞ることができる。

しばしば種族集団において異なるということで

68.
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【全訳】

始めてくれるであろう。
したがって，
時間の３分の１未満の間（だけ）

い。また，これゆえ，交渉の場面では，黒みが

コミュニケーションの本当の基礎を築くこと

かった眼鏡は，あなたが見つめているのか，ま

ができるのは，他者を目と目で見る場合におい

たは避けようとしているのかいずれかであると

医学部攻略の学習指導 ●【英語】東大螢雪会

89
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他者に思わせるため，避けられるべきである。
他方で，二者が初めて出会ってアイコンタクト
をする場合，最初に目をそらす人がたいていは
服従する方となる。これは，目をそらさないこ
とが，
意見や見解を述べる際に異議を言い渡し，
不一致を示す遠回しの方法となるからである。
次回は，東京医科大学の英語を攻略しますので，
ご期待ください！
当面の掲載予定は以下のとおりとなっておりま
す。
第１回 昭和大学医学部
第２回 東邦大学医学部
第３回 東京医科大学
第４回 東京慈恵会医科大学
「東大螢雪会」では，本誌をご覧の方々の学力アップのために，
主要な私立大学医学部の予想問題を無料でプレ
ゼントしています。ご希望の方は，
「東大螢雪会」
の ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.keisetsukai.
com）（PC・携帯）からお問い合わせください。
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