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1.

試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。

2.

問題冊子は 1 冊（9 頁）
、解答用紙は 2 枚、下書用紙は 2 枚です。落丁、乱丁、
印刷不鮮明の箇所等があった場合には申し出てください。

3.

氏名と受験番号は解答用紙の所定の欄に記入してください。

4.

解答は指定の解答用紙に記入してください。

5.

解答用紙は持ち帰ってはいけません。

6.

問題冊子と下書用紙は持ち帰ってください。
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イーディス・パールマン「⾮戦闘員」(古屋美登⾥ 訳)を読んで、問 1〜5 に⽇本語で答え
なさい。

「戦争が終わっちゃったら、あたし、看護婦さんになれない」と、いちばん上の娘が不満そ
うに⾔った。
「どうして?」リチャードは訊いた。
「だって戦いがなくなっちゃうでしょ」と娘は⾔って、彼のべッド脇で眉根を寄せた。娘が
⼦供⽤に書かれたフローレンス・ナイチンゲールの伝記を読んでいることをリチャードは
思い出した。この⼦は不⽑なクリミア半島の野戦テントを回って、勇敢なイギリス兵⼠の世
話をすることを夢に⾒ているのだろう。
「平和な時代の看護婦さんになればいいさ」リチャードは⾔った。「パパが⼿術を受けたと
きに助けてくれた看護婦さんみたいなね」実を⾔えば彼⼥たち、⾚い腕をした、哀れみを隠
さない看護婦たちは、なんの助けにもならなかった。癌は転移していた。リチャードは四⼗
九歳だった。
「あの病院の看護婦さん、ちっともかっこよくなかった」妥協を知らない⼋歳の娘が⾔った。
「戦争、終わっちゃう？」
「終わるね」ヨーロッパでの戦争はすでに終結していた。⼀九四五年七⽉の初めのいまは、
アジアでの戦争も終息しつつある。ラジオのコメンテイターが嬉しそうにそう伝えていた。
軍⼈たちはほっとした表情を浮かべている。リチャードの⼀家がこのケープコッドの⼩さ
な町にやってきたのは三⽇前のことだ。その⽇の午後、妻のキャサリンが⾷料品店でパンと
⽜乳を買うために⾞を降りたとき、若い帰還兵がふたり、戦場を離れた解放感からか中学⽣
のようにはしゃいで彼⼥に⼝笛を吹いたのを、リチャードは⾞の窓から⾒ていた。
いまではもう兵⼠の飢餓感を共有することはできないが、理解はできた。⽊綿のワンピー
スを着たキャサリンは、実際とても可愛らしかった。眉間で歩哨に⽴っているかのような⼆
本の皺が、優しい⼤きな茶⾊の瞳を引き⽴てている。クエーカー教徒として育てられた彼⼥
は、⼦供のころに⾝につけた落ち着きを失っていない。彼⼥はリチャードより⼗五歳年下だ
った。
下のふたりの娘はキャサリンに⽣き写しだ。戦争が続くことを願っている上の娘はリチ
ャードに似ている。三⽩眼で、透き通るような肌をしている。「軍隊の看護婦さんになれな
いなら、お医者さんになるもん。パパみたいな」と⾔った。
「それは素晴らしい夢だね」娘の顔は夏の陽射しですでに薔薇⾊に染まっているが、彼の顔
は相変わらず砂のような⾊だった。
しかし、七⽉の⼆週⽬には顔⾊がよくなり始めた。闘病中につかの間の⼩康状態が訪れた
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かのようだった。ここに来てから鎮痛剤の量を減らせるようになっている。それで敏感にな
った。気分よく⽬覚めることはないが、午前⼗時にはいま住んでいる貸家の網⼾を取りつけ
たポーチで、多少は楽に過ごせるようになった。ねじ曲がった低⽊の下で遊ぶ⼦供たちを眺
めた。⼊院中に届いた⼿紙の返事を書いた。キャサリンが軽やかに話す声に⽿を澄ました。
彼⼥はポーチの彼のそばで洗濯物を分けたりじゃがいもの⽪を剝いたりジグソーパズルの
盤に屈み込んだりした。
午後になると、キャサリンは決まって⼦供たちと浜辺に⾏った。リチャードは妻と娘たち
の姿が⾒えなくなるまで⾒送り、それから病室に変えられたリビングルームに戻った。ここ
にベッドが据えられたのは、バスルームが⼀階にしかないからだ。バスルームが近くなった
とは⾔え、間に合わないときもあった。浜辺から戻ってくるキャサリンたちを彼はポーチで
出迎えた。キャサリンが三歳の娘を抱きかかえていることもあった。彼⼥は上の娘に、裏に
⾏って⾜をよく洗いなさいと⾔った。「あまり騒いじゃだめよ。ヘイゼルトンさんに迷惑が
かかるから」
たいていヘイゼルトンさんは留守がちなので、迷惑をかけることはなかった。⼩屋の横に
⾃転⾞が⽴てかけられていなければヘイゼルトンさんは留守だった。それは娘たちにもわ
かっている。⺟屋を貸し出したヘイゼルトンさんは裏の⼩屋に住んでいる。⾃転⾞がないと
き、娘たちは（両親に語ったことだが）ヘイゼルトンさんの⼩屋の窓から中を覗いて、そこ
にある物についていろいろ報告した（後には聞いてくれる⼈がいればだれにでも教えた）。
初めて娘たちがそれを報告した⽇のことをリチャードはよく覚えている。⼦供たち―⼋歳
と六歳の娘―は競い合うようにして⾔った。
「ちっちゃな、ちっちゃな流し台と―」
「ベッドがいっこ。ふわふわな、あれは⽑布？」
「掛け布団ね」察しのいいキャサリンが⾔った。
「やかんがあった。⾦かな？」
「銅じゃないかしら」キャサリンが笑顔で⾔った。
「揺り椅⼦。たんす。蛇みたいな柄の敷物」
「……ああ、ブレイド模様ね」
「⿊いストーブみたいなの。ずんぐりした」

・

「そこで⼦供を煮ちゃうんだぞ」リチャードがからかった。
「あのねえ、パパ」上の娘がそう⾔うと、⼆番⽬の娘が「あの⼈は魔⼥じゃないもん」と⾔
った。しかし下の娘は泣き出した。でもその⼦はなんにつけよく泣いた。「ヘイゼルトンさ
んはいい魔⼥なんだよ」とリチャードは⾔った。
しかしリチャードとキャサリンが知る限り、ヘイゼルトンさんがひどく邪悪な魔⼥であ
ってもおかしくなかった。ふたりが知っているのは、彼⼥がつい最近夫を亡くしたことと図
書館で働いていることくらいだ。背は⾼くほっそりしている。リチャードと同い年くらいに
⾒える。⽩いものが交じった髪は、嵐の中を橋の上で⽴ちつくしていたような乱れ⽅をして
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いる。軍の⽀給品のズボンと男物のシャツを喉元を開けて着ていた。
「たんすの上に絵があった」娘たちがリチャードに告げた。
「どんな絵？」彼は気だるげに尋ねた。
「ほら、パパ、⼈の顔がうつってるやつ」
「写真、かな」
「うん、そう」⼆番⽬の娘が⾔った。
「男の⼈たち。帽⼦、被ってた。サイバーのついたの」
しばらくして彼は「サイバーって？」と⾔った。
「バイザーのことでしょ」上の娘が説明した。
⺟屋を貸しているあいだヘイゼルトンさんが住んでいる⼩屋には、部屋と窓がひとつず
つしかなかった。⼩屋は裏庭の北東に建っていて、⺟屋とのあいだにはトマトや⾖、レタス
が育つ家庭菜園が広がっていた。「わたしたちが家に戻った後に、ここにはキュウリができ
るし、しまいにはカボチャができるわ」キャサリンはそう⾔って、野菜がたくさん育つ未来
を思い描いて顔をほころばせた。ヘイゼルトンさんは籠に⼊れた野菜を⺟屋の裏⼝の階段
に置いていく。⼀度、彼⼥が四つん這いになって草むしりをしているのを⾒かけた。⼤きす
ぎる軍帽を被っていた。⼀家はときどき、彼⼥が朝出かけていく姿や⼣⽅帰ってくる姿を⽬
にする。しかしたいていは、下の娘が眠りに就き、ほかのふたりが本を抱えてベッドに⼊る
夜の九時までに⾃転⾞が戻ってくることはない。ときどき夜遅く、リチャードが最後に飲む
薬の時間になるのを待ちながらベッドで本を読んでいると、⾃転⾞のタイヤが固い⼟を擦
っていく⾳が聞こえた。彼は本から⽬を上げ、別の⾳が聞こえてくるのを待った。やがて⼩
屋の扉が閉まる⾳がした。
七⽉の三週⽬にはだいぶ気分がよくなって、⼣⾷前に⼤通りまで歩いて往復するのがリ
チャードの⽇課になった。最初はふたりの娘に挟まれて歩いた。ある⽇、いちばん下の娘も、
旧式の乳⺟⾞に乗せていっしょに歩いていった。その乳⺟⾞だと、⼦供は親と向かい合う形
になれるし、親は愛らしい褐⾊の瞳とアラベスクのような唇を⾒つめていられた。それ以来
彼は、妻にうりふたつの幼い⼦を必ず連れていった。
七⽉の終わりには、⼀⽇に⼆回散歩するようになった。⼀回⽬は⼣⾷前に三⼈の娘ととも
に。そして⼆回⽬はひとりでサーチライトに照らされた空の下を歩いた。ひとりで歩いてい
った初めての夜、町の中にあるピンク⾊のアイスクリーム・パーラーに⽴ち寄った。仕事帰
りの⼥性たちが⼩さな丸テーブルを囲んでいた。⼥性も⼦供も巨⼤なサンデーを⾷べてい
た。体の中の⽌むことがない痛みの⽕が、ぱっと燃え上がった。ハーレムのようなパーラー
の雰囲気のせいだと思った。
その翌⽇の夜にはバーに⼊った。あまり飲める⼝ではなかったが、飲むとたちまち気分が
よくなった。店の壁ははっきりしない⾊だった。暗がりのブース席には軍⼈や⼀般⼈も座っ
ていた。ラジオが太平洋からのニュースを伝えていた。リチャードは隅に座り、⼀杯のビー
ルを⻑い時間をかけて飲みながら、痛みの度合いを測った。痛みはひどくなっておらず、慈
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悲深くなれることを誇⽰しているかのようだった。⼤通りに出ると相変わらず⼈通りは多
かったが、家のある通りは暗かった。途中、⽣育の悪い松の⽊の陰で⼩便をした。
キャサリンは、夫の息がビール臭いのがわかると笑った。
「飲んべえね」
「お祝いをしたのさ」
「それはなにより！」 彼⼥は柔らかに歌うように⾔ったが、ふたりのあいだにはそれとは
異なる思いが漂った。わたしたちに祝うようなことなどあるのだろうか。
訪問客があった。最近除隊したバニース・バスがやってきた（リチャードは軍隊が好きだ
った。あのままでいれば今頃は少佐になっていただろう。とはいえ軍隊は、適齢を過ぎた病
気持ちの医師など求めていなかった。寛解していたとしても、⾝ごもった妻がいる医師に⽤
はなかった）
。
マッケチニー夫妻と四⼈の⼦供が、ガソリンの配給切符を惜しげもなく使ってプロビデ
ンスからやってきた。配給はもうじき終わる、ということでみなの意⾒が⼀致した。キャサ
リンはレンジの後ろの⽸に使⽤済みの⾷⽤油を捨てずに取っておいたが、間もなくそんな
ことをしなくてもよくなるだろう。
「戦争が終わったら私の闘いが始まるな」ポーチでリチ
ャードはマックに⾔った。
「コバルトか」マックは即座に⾔った。
「ああ。コバルト治療をするつもりだ」 リチャードはため息をついた。試験薬の治験を受
けるつもりだが、偽薬(プラセボ)のグループに⼊らなければいいが、と思った。
⾬が降っていた。ふたりの妻は娘たちを連れてベティ・ハットンの映画を観に⾏った。マ
ッケチニー家の男の⼦たちは静かにジグソーパズルと格闘していた。⾬の猛襲を受けて⽊
の枝が揺れ、葉擦れの⾳がした。遠雷が聞こえ、船の警笛が聞こえた。⼩径を通りに向かっ
て⾳も⽴てずにペダルを漕ぐ⼈影があった。レインコートもレインハットも⾝につけてい
なかった。ずぶぬれの頭を⾼く上げ、嵐に向かってひたすら⾃転⾞を漕いでいた。少なくと
も嵐にだけは愛されているとでもいうように。
バーテンダーは気さくな男だった。三、四⼈の常連客も礼儀正しかった。彼らの話は決ま
って、戦争はいつ終わるかというものだった。いったいおれたちはいつまで待たなくちゃな
らん？

あとどれほどの⼈が死ななきゃならんのだ？

元気のない痩せた夫婦が中央のブ

ースに陣取っていた。陽気な中年⼥性たちは店の奥のテーブルを占領していた。ひとりは⼈
⼯的にカールした⿊い髪。別のひとりは総⾝を⾚で飾っていた。三⼈⽬は⼥の⾊⾹を発散し
ていて、リタ・ヘイワースの伯⺟役でも演じられそうだった。ある晩、彼⼥たちが新顔を連
れてきた。乱れた髪をし、男のような服を着ていた。リチャードはバーの反対側から会釈し
た。ヘイゼルトンさんが会釈を返した。
ふたりは次に会ったときも会釈を交わしたが、毎⽇交わしたわけではない。彼⼥がバーに
来るときもあれば来ないときもあった。

5

リチャードの兄の⼀家が来た。ふたりの家族は仲が良かった。兄の⼦供たちは、叔⽗が重
い病にかかっていることを理解できるほどの歳になっていた。思いがけないことが起きた。
昼⾷のあとで、リチャードの⼆番⽬の娘が⽊から落ちたのだ。彼⼥はしばらく気を失ってい
た。リチャードの兄も医師だった。兄が丹念に調べて―リチャードとキャサリンは不安げ
に⼿を握りしめていた―怪我はしていないと⾔った。しかしだれもが狼狽えた。それから、
⼣⾷の前に冷蔵庫の下に⽔たまりができているのを⾒つけた。⾷品は傷んでいなかったが、
庫内は温かくなっていた。キャサリンはヘイゼルトンさんの⼩屋の扉を叩いた。返事はなか
った。それでふたりの妻が料理を作った。九⼈がポーチでサラダとホットドッグとトウモロ
コシを⾷べているとき（「バターはもともと溶かそうと思っていたのよね」と⼆番⽬の娘が
⾔った）、ヘイゼルトンさんが⾃転⾞に乗って通っていった。
「帰ってきた！」娘たちが競い
合うようにポーチを⾶び出した。
⾔うことをきかない召使いをうまくあしらうのが魔⼥の資格であるのなら、ヘイゼルト
ンさんは本物の魔⼥だった。リチャードはキッチンの⼾⼝から⾒ていた。キャサリンは⾷卓
の椅⼦に座って⾒ていた。ヘイゼルトンさんが下にある扉を開けると冷蔵庫の内部が現れ
た。彼⼥はその前にしゃがみこみ、⼿を⼊れて何かを捻り、何かを引っ張った。たちまちブ
ーンという⾳がして機械が動き出した。彼⼥はキャサリンに来るように合図した。ふたりは
いっしょにしゃがんで冷蔵庫を調べた。なぜ説明をする相⼿にキャサリンを選んだのだろ
う、とリチャードは訝しく思った。ここでの指揮官はぼくではないのか？

ふたりの⼥性

―優美な若いほうは⽔⽟模様のワンピースを着て、⾓張った年配のほうは死んだ夫の服を
着ている―は⽴ち上がると向かい合い、それからふたり揃ってリチャードを⾒た。⼀瞬ふ
たりが実際より⼤きく⾒えた。真⾯⽬な受容者とその無慈悲な姉である拒絶者に。すぐにも
との⼈間に戻った。愛らしいキャサリンと、ガスの炎のように⻘い⽬で彼を⾒つめる裏庭の
未亡⼈に。
⼋⽉が始まった。痛みは弱まった。騙されはしなかったが、その⼩康状態を⽣かすことに
した。ある晩ベビーシッターを雇い、妻とふたりで映画を観に⾏った。別の晩には外でふた
りだけで⾷事をした。キャサリンの魅⼒に⼼乱された。彼⼥と暮らし、⼦供たちに恵まれ、
いい職業に就けたとは、なんという幸運な⼈⽣だったのだろう−それでもなお、この素晴
らしい⼈⽣を捨ててでも⽣き⻑らえたかった。洞窟に隠れても、裏通りを這い回っても、⽜
のように鋤をつけて働いてもいい。⽣き⻑らえるためならなんでもする。
⼋⽉六⽇、バーのラジオが広島のニュースをがなりたてていた。⼤勢の常連客が拍⼿喝采
をした。みな酒を囲んで乾杯を繰り返した。ヘイゼルトンさんは仲間の⼥性たちから顔を背
け、リチャードを⾒つめた。彼⼥の両⼿は膝の上に置かれていた。そこに紐で結びつけられ
てでもいるかのように。
⼋⽉九⽇に⻑崎が破壊されたニュースが流れた。ヘイゼルトンさんはバーにいなかった。
リチャードはすぐに店を出た。家ではキャサリンがラジオのそばで編み物をしていた。彼⼥
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は⾒開いた⽬をリチャードに向けた。「恐ろしいこと」と彼⼥は⾔った。
「戦争とはみな恐ろしいものだよ」彼はキャサリンの⾜許に座りこんだ。「この爆弾で戦争
が終わり、多くの命が救われるかもしれない。そのためには仕⽅がないことだ」ふたりは、
ラジオから流れる得意げな声に⽿を傾けた。
それから数⽇のあいだに町は、⽇本からのニュースを尋ねあう⺠間⼈と兵⼠たちで溢れ
返るようになった。⻑崎の爆撃の翌⽇、リチャードと娘たちは⼈でごった返す⼤通りの舗道
を進んでいくことができなかった。くしゃくしゃの緑⻘⾊のサンドレスを着た⾒知らぬ⼥
性が乳⺟⾞に屈み込んで、下の娘に感情のこもったキスをしたが、あっという間のことだっ
たので娘は⽬を⾒張るばかりで泣くこともできなかった。
キャサリンが、浜辺はぎゅうぎゅうよ、と知らせてきた。⼋⽉⼗⼀⽇には、うるさくがな
りたてる⾶⾏船が海の上空をゆっくりと移動していき、うっとり⾒つめる⼦もいれば怖が
る⼦もいた。⾶⾏船はゆるゆると⻄へ向かって進んでいき、姿を消した。そのあいだに新し
い屋台が現れた。綿菓⼦屋が⼤きな丸い⾦属製の桶から綿菓⼦をすくいとった。⼦供たちに
は初めて⾒るものだった。家に帰ってきた⼦供たちの頬には、鮮やかなピンク⾊の筋が網⽬
のように付いていて、酔っぱらいの⾚ら顔そっくりだった。
⼋⽉⼗三⽇、バーは満員で、空いているスツールがなかった。⽴ち飲みをするしかなかっ
た。痛みは再び強くなっていた。痩せた年配の夫婦が⾒知らぬ⼈々といっしょにブース席に
座っていた。バーテンダーはてんてこ舞いだった。バーテンダーの息⼦も⼿伝っていた。⼗
代の痩せた少年で、彼がカウンターの向こうにいるのは法律に反することだった。
⼋⽉⼗四⽇の午後、リチャードは落ち着かない気分だった。家族が浜辺に出かけていった
あと、⼤通りまで歩いた。バーは開いていて、中には常連客全員がいた。バーテンダーの親
⼦が取りつけた⻩褐⾊とピンク⾊の布テープが、天井の真ん中から垂れ下かっていた。捻ら
れてたわまされた布の端が、壁の上部にピンで留められていた。祝いの飾り付けは下着のよ
うな⾊のせいで⾒るも無惨だった。
「⾚と⽩と⻘のテープは売り切れだったんだよ」とバーテンダーが⾔った。何本かのテープ
が切れて、蝿取り紙のようにぶら下がっている。店内はますます混み合ってきた。七⼈から
⼋⼈がひとつのブースに⼊っている。威勢のいい⼥性たちはすでに店の奥におさまり、男た
ち―ふたりの将校と海兵隊の制服を着た男―と知り合いになっていた。そのなかにヘイ
ゼルトンさんの姿はなかった。
店の空気が息苦しかった。リチャードはグラスを持って⼊⼝に向かったが、引きも切らず
出⼊りする⼈たちにぶつかり、とうとうグラスを持って通りに出た―これも法律に反する
⾏為だ。⽔兵がおおっぴらに⼥性の胸を愛撫していた。仲間の三⼈がベンチに腰掛けて⼀本
の酒瓶を飲みあっていた。⽔兵たちは、通りを挟んだ真向かいの公⽴図書館の正⾯で、この
違反⾏為を堂々とおこなっていた。ウールワースの建物の―この町で唯⼀の三階建ての建
物だ―三階の窓に⼤勢の⼈々が群がり、紙吹雪を投げていた。カードショップは騒々しい
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陽気な客で溢れていた。煙草店、ドラッグストア……。
どこかで爆⽵の⾳がした。すると次々に爆⽵が弾ける⾳が聞こえてきた。そうするうちに
もバーの喧噪は⼤きな唸り声となった。
「勝利だ！」という声。
「打ち破った！」という声。
「降伏した！」。⼤きな笑い声が弾けた。教会の鐘が鳴りだした。町の⻄の外れにあるエピ
スコパル派の教会からも、東の外れにある会衆派の教会からも。⾃動⾞の警笛が騒がしく鳴
っているが、道路を⾛る⾞は⼀台もない。通りに⼈が溢れているからだ。あらゆる体格の、
あらゆる年代の、あらゆる服の⾊と髪の⾊をした⼈々がいた。歌を歌ったり、叫んだり、抱
擁したり、泣きわめいたり、ひとりで、ふたりで、三⼈で、集団で踊ったりしている⼈々が
いた。アコーディオンを弾いている⼈。トランペットを吹いている⼈。軍⽤トラックが⼀台、
脇道から⼤通りに⿐を突き出してから、バックし、⾒えなくなった。次に兵⼠の⼀団が到着
した。どんちゃん騒ぎを収めるためではなく、それに加わるためだった。なぜならとうとう
戦争は終わり、だれもがその栄誉の⼀員だからだ。リチャードの⽬の前を、⼩さな男の⼦が
泣きながらひとりで歩いてきた。するとたちまちだれかに抱き上げられた。おそらく⺟親だ
ろう。警察は留置場の扉を開け放ったのか。さっき鳴ったサイレンはそのためだったのか。
リチャードはバーの窓にもたれた。半分ほど⼊ったグラスをまだ⼿にしていた。彼はシャツ
のボタンを外し、残ったビールをシャツのなかに空けた。ビールが胃の上に広がる。緩いウ
ェストバンドの下まで垂れたビールが下腹部を冷やした。内側の炎は消えはしないが、少し
だけ、ほんの⼀瞬、和らいだ。彼はビールのグラスをゴミ容器に投げ⼊れた。
通りを隔てた向かいにある⾷料品店から怒号と歓声が聞こえてきた。理髪店からも、⻭科
医の診療所からも。図書館の通りを⾛ってくる⼈がいる。ベンチに座っている三⼈の⽔兵の
前を通り過ぎた―そのベンチにはいまや⼆⼗⼈もが座っている。いや、三⼗⼈だ。その⼥
性は通りを斜めに横切り、酔っぱらいたちに⽬を留めることなく、彼のほうに⾛ってくる。
髪が船⾸の像のように後ろになびいていた。
彼⼥は笑ってはいなかった。泣いてもいなければ叫んでもいなかった。喜びに顔を輝かせ
てもいなかった。激怒していた。怒りがようやく解き放たれたのだ。リチャードは脇を⾛り
過ぎようとする彼⼥を抱き⽌めた。彼⼥は喘ぎ、緊張し、拳を上げて撲(ぶ)とうとした。そ
のとき相⼿がリチャードだとわかり、苦しそうに呻いて彼の腕のなかに⾝を投じた。ふたり
は、狂ったこの国で勝利を祝い勝利に酔っている無数の⼈々と同じように⽴っていた。リチ
ャードは⾃分の死が、彼⼥の怒りで、その激しい抵抗で⾷い⽌められるような気がした。彼
⼥があたかも凶暴な新薬、実証されていない、試験されていない新薬、最後のもっとも危険
な賭けででもあるかのような気がした。彼⼥は⾝を反らせ、⼀瞬リチャードを⾒つめた。⻘
く燃えるその炎が、彼の額を、⿐を、顎を、そして再び額を舐めるように動いた。いや、も
しかしたら、ほかの場所を⾒ないようにするためにそうしたのかもしれない。たとえばびし
ょびしょになったズボンを⾒ないために。そこが濡れているのが彼⼥にはわかったはずだ。
それから彼⼥は顔を忙しなく左右に振り、その激しい拒絶の動きで髪が揺れた。それで彼⼥
を放した。彼⼥はバーの中に⾶び込んでいった。リチャードは家に向かってとぼとぼと歩い
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ていった。体は濡れそぼっていたが、⼼はくじかれていなかった。いまはまだ、くじかれて
はいなかった。
[出典]イーディス・パールマン『双眼鏡からの眺め』(古屋美登⾥ 訳)、早川書房(2013)、所収

問1

リチャードはキャサリンのことをどのようにみているのか。あなたがそう解釈した根

拠についても、あわせて説明しなさい。
問2

リチャードはヘイゼルトンさんのことをどのようにみているか。あなたがそう解釈し

た根拠についても、あわせて説明しなさい。
問 3

リチャードが「シャツのボタンを外し、残ったビールをシャツのなかに空けた」(下

線部)のは、どうしてだと思われるか、述べなさい。その上で、あなたがそう解釈した根拠
となる本⽂中の記述を(もしも複数あるならそれらをすべて)引き⽰しつつ、あなたの解釈を
妥当と考える理由を述べなさい。
問 4 末尾に「いまはまだ、くじかれてはいなかった。」という⼀⽂がある(⼆重下線部)。こ
のときのリチャードの胸の内を想像して書きなさい。
問 5

タイトルが「⾮戦闘員」となっていることについて、あなたが考えることを書きな

さい。

（以下

余⽩）

9

'22
編入学

小論文２
（医学部医学科）

注

意

事

項

1．試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2．問題冊子は 1 冊（11 頁）
、解答用紙は 3 枚、下書用紙は 3 枚です。落丁、乱丁、
印刷不鮮明の箇所等があった場合には申し出てください。
3．氏名と受験番号は解答用紙の所定の欄に記入してください。
4．解答は指定の解答用紙に記入してください。
5．解答用紙は持ち帰ってはいけません。
6．問題冊子と下書用紙は持ち帰ってください。

1

以 下 の 文 章 を 読 ん で 、問 1～ 問 6 に 答 え な さ い 。*の 付 い た 語 に は 末 尾 に 訳 注 が あ り
ます。

(A) SAVE BLOOD, SAVE LIVES
In 2009, a major California hospital was looking for ways to cut costs. Stanford Hospital
and Clinics was on track that year to purchase nearly US$6.8 million worth of blood for
transfusions*. But a growing body of evidence was suggesting that physicians could often
forego* the procedure.
So, beginning in July 2010, whenever a clinician* used the hospital’s computerized
ordering system to request blood, it would call up the patient’s most recent lab results. If
the numbers indicated that she or he should be healthy enough to get by without a
transfusion, an alert would pop onto the screen gently reminding the doctor of the
guidelines and requesting further justification for the order.
The results, detailed in two papers published in the past 18 months, were dramatic. The
number of red-blood-cell transfusions dropped by 24% between 2009 and 2013, representing an annual savings of $1.6 million in purchasing costs alone. And as transfusion
rates fell, so did mortality, average length of stay and the number patients who needed to
be readmitted* within 30 days of a transfusion. By simply asking doctors to think twice
about transfusions, the hospital had not only reduced costs, but also improved patient
outcomes.
Transfusions are common procedures, at least in developed nations. In 2011, US doctors
transfused 21 million units of blood and blood products; in the United Kingdom, the
number was nearly 3 million. But although transfusions can be lifesaving, they are often
unnecessary and are sometimes even harmful. “I think we were kind of brainwashed* into
thinking that blood saves lives, and the more you give the better,” says Steven Frank, an
anaesthesiologist* and director of the blood-management programme at the Johns Hopkins
Health System in Baltimore, Maryland.

(B) “We’ve gone 180 degrees , and now we think

that less is more.”
Scientists are now recommending a more conservative approach to transfusions. But
2

changing decades of established medical practice is not easy. Even when guidelines are
clear, evidence suggests that clinicians often fail to follow them. “Weaning doctors off
their love affair with blood is going to be harder than we think,” says Ian Roberts, director
of the Clinical Trials Unit at the London School of Hygiene & Tropical Medicine.
Significant blood loss — as well as conditions ranging from leukaemia* to vitamin
deficiencies — can leave body tissues starved of oxygen. Transfusions of red blood cells
collected from compatible donors are designed to reverse this state. (Some patients may
receive transfusions of other blood components, such as platelets, which help with clotting,
but red-cell transfusions are by far the most common.)
Scientists and doctors have experimented with transfusion since at least the seventeenth
century, but the procedure did not become routine until the early 1900s, after researchers
found that there were different blood groups and learned how to store donated blood.
Blood banking really took off during the Second World War. In Britain, collection teams
travelled around the country, tapping citizens’ arms to help soldiers on the front lines.
“Will you help by giving a little of your blood?” a 1944 poster implored*. “The lives of
our wounded depend upon it.” By the end of the war, more than 750,000 people had
heeded* the call, some donating seven or eight times.
In the decades since, appeals for blood have become common, particularly in times of
war or disaster. But transfusions were widely adopted without rigorous scientific
scrutiny*. At the time, randomized controlled trials were not standard, and the rationale
for transfusion seemed obvious. “I think people took blood for granted,” Roberts says.
“They thought ‘Well, if people are losing blood then they must need blood’.”
In the 1980s and 1990s, a confluence* of factors sparked interest in cutting back. The
discovery of the blood-borne hepatitis C and HIV raised concerns about the safety of
transfusions. The resulting expansion of testing for infectious diseases increased the cost
of collection, and toughened screening standards contributed to a decline in donations.
Some clinicians began to wonder if they could get by with less.
In 1994, a team of Canadian researchers launched a study to evaluate how patients would
respond to more sparing use of blood. Doctors typically decide whether to do a transfusion
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by measuring a patient’s level of haemoglobin, the protein inside red blood cells that
binds to oxygen. The World Health Organization defines a healthy haemoglobin level as
13 grams per decilitre (g/dL) of blood or higher in men, and 12 g/dL in women.
Historically, doctors would consider a transfusion when a patient’s haemoglobin fell
below 10 g/dL, a trigger that was proposed in a 1942 paper.
The Canadian team, led by epidemiologist* and critical-care* specialist Paul Hébert,
put this widely used threshold to the test. The researchers randomly assigned 838
intensive-care patients to two groups: those in one group would receive a transfusion if
their haemoglobin levels fell below 10 g/dL, and the other if their levels dropped under 7
g/dL.
After 30 days, all the people in the first group had received a transfusion, each receiving
an average of 5.6 units of red blood cells (a unit is the amount extracted from around 500
mL of donated blood). Patients in the more restrictive group got just 2.6 units, on average,
and one-third of the group received no blood at all.
Yet the probability of death remained the same in both groups. And when the researchers analysed two subgroups of patients — those under 55 years old and those with milder
illnesses — they found that the restrictive approach had actually reduced mortality.
“When we saw the results, the first thing I asked the statistician* was, ‘Are you sure
the group assignment was correct?’” recalls Hébert, who is now at the University of
Montreal in Canada. “And then we proceeded to check all of our results because, frankly,
we didn’t believe it.”
The team published its results in the New England Journal of Medicine in 1999. It was
just one trial, but it got people’s attention, says Lawrence Tim Goodnough, director of
the transfusion medicine programme and transfusion services at Stanford University
Medical Center. “Everybody saw that and said, ‘We need to redo* this in other clinical
settings’.”
Between 2007 and 2014, at least six more large, randomized trials were published, each
comparing restrictive guidelines to liberal ones. These trials enrolled patients with a wide
variety of conditions — septic shock, traumatic brain injuries, gastrointestinal bleeding
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— as well as children in intensive care, adults undergoing cardiac surgery and older adults
having hip surgery. All six studies revealed that patients fare just as well, and sometimes
better, when doctors use lower haemoglobin thresholds.
Researchers are now trying to understand why transfusions do not always have their
intended benefits. It could be that haemoglobin levels are not a good proxy* for what
doctors really care about, which is whether enough oxygen is actually being delivered to
tissues. Or it could be that the blood people are receiving is not doing its job properly.
Fresh red cells are flexible, and flow easily through the body’s tiniest capillaries*. But
after a few weeks in a blood bank, their membranes stiffen. The cells change shape,
become stickier and cling more tightly to oxygen. These changes, known as the storage
lesion, could make red blood cells less effective. “This may explain why the so-called
‘gift of life’ isn’t translating into benefit for patients,” Goodnough says. Research has
yielded contradictory findings as to whether the storage lesion actually worsens patient
outcomes, but the results of a large randomized trial are expected later this year.
Transfusions not only have uncertain benefits, they also have risks. They can transmit
infectious diseases, overwhelm the heart and injure the lungs. They can also wreak havoc*
on the immune system. “Blood is analogous to a liquid organ transplant,” Frank says. “It’s
foreign tissue from another person.” Doctors can prevent most catastrophic immune
responses by ensuring that donor and recipient are compatible for the proteins or
carbohydrates known as antigens that characterize the ABO and Rh blood types. But blood
cells contain many other antigens, and incompatibilities can spark immune reactions that
range from mild to fatal.
Paradoxically, transfusions can dampen* the immune response and leave patients more
vulnerable to infection, although the mechanism behind this remains uncertain.
(C) These risks may have gone unnoticed because they are not easy to observe in the
course of day-to-day practice. Many people who receive transfusions are already critically
ill, and infections are not uncommon in hospitals. The elevated risk that accompanies
transfusions becomes apparent only when scientists analyse large patient populations.
For some patients, of course — especially those who are rapidly losing a lot of blood
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— transfusions are lifesaving. In a study published last year, Roberts and his colleagues
found that transfusions were beneficial only to those with the most severe injuries — they
actually increased mortality in people with mild injuries. And where the line should be
drawn is not completely settled: there have not yet been any large, randomized trials
examining whether lower thresholds are appropriate for patients having heart attacks or
strokes, for example. In January, scientists unexpectedly found that liberal transfusion
strategies yield better outcomes in people having surgery for cancer. The complexities of
individual ailments* and risk factors means that doctors still need to exercise their clinical
judgement when deciding whether to prescribe a transfusion.
Nevertheless, experts say, it is evident that many patients have been getting unnecessary
transfusions. As Roberts puts it: “There are some patients who will die without
transfusions and there are some that will die because of transfusion.”
The conservative approach is starting to gain acceptance among clinicians. More and
more medical associations and professional organizations now recommend haemoglobin
thresholds of around 7 g/dL to 8 g/dL ― and hospitals are implementing strategies to
reduce the odds that a patient will need a transfusion in the first place. Doctors are
administering iron supplements to people with anaemia* who are scheduled for elective
surgery*, minimizing the amount of blood drawn for laboratory tests and using ‘cell
salvage’ techniques that collect and then re-infuse* the blood a patient loses during
surgery. Many of these measures have long been used to treat Jehovah’s Witnesses*, who
object to transfusions on religious grounds; now they are being applied to the broader
population.
“We’re seeing more and more countries coming on board, asking for help in setting up
patient blood-management programmes,” says Aryeh Shander, executive medical director
of the Institute for Patient Blood Management and Bloodless Medicine and Surgery at
Englewood Hospital and Medical Center in New Jersey.
The Netherlands has been at the cutting edge*. In 2000, it adopted a transfusion
threshold of 6.4 g/dL for otherwise healthy patients, and at least one blood bank reported
a 12% decline in transfusions by 2009. And changes to blood-management programmes,
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new clinical guidelines and a shift towards less-invasive surgical techniques have led to
declines in many other countries. In the United Kingdom, for example, the demand for
red blood cells dropped by one-fifth between 1999 and 2012. And in the United States,
the number of transfused units of whole blood and red blood cells fell by 8% between
2008 and 2011, the latest year for which data are available. The AABB, formerly known
as the American Association of Blood Banks, predicts that statistics to be released later
this year will show a further 10% drop. Since 2001, the proportion of US hospitals that
have had to cancel elective surgery because of a blood shortage has also steadily fallen.
Few believe that it is time for donors to stop rolling up their sleeves. There may still be
shortages in some regions or in the aftermath of major disasters, and doctors anticipate
an ongoing need for certain blood types and components, such as platelets, which do not
last long in storage.
But there is still plenty of room to reduce demand, says AABB chief executive Miriam
Markowitz. A 2011 audit* of more than 9,000 UK transfusions, for example, found that
more than half were potentially avoidable.
Merely changing clinical recommendations may not be enough. “Most people don’t pay
attention to guidelines,” says Victor Ferraris, a cardiothoracic surgeon* at the University
of Kentucky in Lexington. And that may be particularly true when the guidelines seem to
contradict first-hand observations. “Surgeons are very, very experience-oriented,”
Ferraris says. “Every surgeon who’s ever lived has seen someone’s life saved by a blood
transfusion.”
A study published last October illustrates the challenge. When scientists surveyed doctors working at two intensive-care units at Johns Hopkins Hospital, the vast majority of
the clinicians reported that the ideal transfusion threshold was 7 g/dL. But the hospital’s
electronic medical records revealed that 84% of patients in one unit and 92% in the other
received transfusions before their haemoglobin levels fell that low. Some of the doctors
deemed their patients too ill for the lower triggers and that the evidence did not apply to
them, says David Murphy, the study’s first author and a critical-care specialist at Emory
University in Atlanta, Georgia. He and his colleagues also found that although doctors
7

generally knew the recommended thresholds, many nurses did not. Nor did the units have
a standardized approach, and caregivers rarely discussed the transfusion strategy for
individual patients. “If you have ambiguity regarding what we should do for a patient,
this greatly influences the likelihood of being able to deliver the right care,” Murphy says.
It is possible to overcome these problems, as the Stanford study showed. In the year
before the computerized alerts began, just over half of transfusions were done on patients
with haemoglobin levels of greater than 8 g/dL. By 2013, that proportion had fallen below
30%. “The fall-off was very immediate and it’s been sustained,” says Goodnough, who
was the first author on the two papers that reported the results.
He thinks that the simple intervention succeeded for multiple reasons. For one thing,
doctors may change their behaviour when they think that they are being watched. But the
alerts also reminded clinicians about the guidelines, and provided links to the relevant
literature. They also forced doctors to slow down and think, rather than defaulting* to
reflexive* and long-ingrained* standard procedure.
Finally, they may have provided an opening for caregivers to discuss the needs of individual patients. “Maybe the intern, who was ordering the blood because they were told to,
goes back to the team and says, ‘I have to give a reason’, and then they discuss it,”
Goodnough says. The clinicians might decide to order the blood anyway, of course. Or
they might stop, consider the evidence, and come to agree with what Goodnough believes
is its clear message. “The safest blood transfusion,” he says, “is the one not given.”

[ 出 典 ] Anthes E. Save blood, save lives. Nature 520: 24-26, 2015 （ 一 部 改 変 ）
Reprinted by permission from Springer Nature:Nature, "Evidencebased medicine: Save blood,save lives", Emily Anthes, © 2015.
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【訳注】

transfusion

輸血

forego

見合わせる

clinician

臨床家（医師）

readmit

再入院させる

brainwash

洗脳する

anaesthesiologist

麻酔科医

leukaemia

白血病

implore

懇願する

heed

心に留める

scrutiny

精密な調査

confluence

集合

epidemiologist

疫学者

critical-care

救命救急

statistician

統計学者

redo

やり直す

proxy

代用品

capillary

毛細血管

wreak havoc

大惨事をもたらす

dampen

弱める

ailment

病気

anaemia

貧血

elective surgery

待期的手術

re-infuse

再注入する

Jehovah’s Witnesses

エホバの証人

cutting edge

先頭

audit

検査（監査）

cardiothoracic surgeon 心 臓 胸 部 外 科 医
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default

既定のものとして行う

reflexive

反射的な

long-ingrained

（習慣として）深く根づいた
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問 1

下 線 (A)の タ イ ト ル を 、 日 本 語 20 字 以 内 （ 句 読 点 を 含 む ） で 訳 し な さ い 。

問 2

ス タ ン フ ォ ー ド 病 院 は「 blood」の 適 正 使 用 を 促 す た め に 電 子 指 示 シ ス テ ム を

改修した。
(1) ど の よ う な 改 修 が さ れ た か 、(2) そ の 結 果 、2009 年 か ら 2013 年 の 経 過 で ど の
よ う な 変 化 が み ら れ た か 、そ れ ぞ れ 日 本 語 100 字 以 内（ 句 読 点 を 含 む ）で 説 明 し な
さい。

問 3

Steven Frank 医 師 の 発 言 で あ る 下 線 (B)は 、 ど う い う こ と か 、 日 本 語 100 字

以内（句読点を含む）で説明しなさい。

問 4

下 線 (C)に つ い て 、 本 文 で 述 べ ら れ て い る リ ス ク に は ど の よ う な も の が あ る

か 、ま た そ れ ら が 気 づ か れ な い 理 由 と し て 考 え ら れ る こ と に つ い て 、日 本 語 180 字
以内で（句読点を含む）述べなさい。

問 5

最 新 の 研 究 成 果 を 知 っ て い て も 、医 師 は そ れ に 反 し た 行 動 を と る こ と が あ る 。

(1) そ の 理 由 と 、 (2) 最 新 の 研 究 成 果 に 基 づ く 適 正 な 医 療 を 進 め る た め の 方 法 に
つ い て 、 そ れ ぞ れ 日 本 語 140 字 以 内 で (句 読 点 を 含 む )述 べ な さ い 。

問 6

医 療 に 不 可 欠 で あ る「 blood」は 、わ が 国 に お い て は 献 血 に よ っ て つ く ら れ て

い る 。献 血 は 強 制 さ れ る も の で は な く 、人 々 の 自 発 性 に も と づ い て な さ れ る も の で
あ る 。近 年 、若 年 層 の 献 血 者 数 が 減 少 し て い る 。献 血 者 の 減 少 を 防 ぎ 、一 定 の 献 血
量 を 確 保 す る た め に は ど の よ う な 方 策 が あ る だ ろ う か 。あ な た の 考 え を 日 本 語 400
字以内で（句読点を含む）述べなさい。

（以下
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余白）

