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国

立 東京医科歯科大学 
問合せ先 学務部入試課 

〠113-8510 東京都文京区湯島１-５-45 

☎(03)5803-5084 http://www.tmd.ac.jp/ 

 

教育目標＆特色 

 医学部、歯学部、難治疾患研究所、生体材料工学研究所を有するわが国唯一の医系総合大学院大学で、良き医師、

歯科医師、コ・メディカル人はもちろんのこと、一流の研究者・指導者の養成を志している。その教育理念は、第１

に幅広い教養と豊かな感性を備えた人間性の養成であり、第２は自己問題提起、自己問題解決型の創造的人間の養

成、第３は国際性豊かな医療人の養成である。東京医科歯科大学と一橋大学・東京工業大学・東京外国語大学が協

力して発足した四大学連合は、各大学が独立性を保ちながら密接な連携を図り、複合領域コースの設定、編入学の

実施、複数学士号の取得などを実現して、一大学ではなしえない教育プログラムを提供している。全国最大規模の

スキルラボ(臨床手技習得のためのシミュレーション機器を備えた学習室)、国際的に通用する教科書をオンライン

上で参照できる e-leaning 環境など先進的な学習環境が整えられている。また、医療系総合大学の特性を生かし、

他大学に先駆けて包括的な視野を持つ医療人の養成を目的に、医学科と歯学科の学生が共通して学ぶべき科目を合

同で行う医歯学融合教育を行っているのも特色である。 

 

カリキュラムの特色 

 高齢化が進むこれからの医療のさまざまな課題に対処できる指導的医療人を養成するため、自律的な行動力と広

い視野を獲得し、高い水準の問題解決能力を開発できるようカリキュラムを編成している。１年次は国府台地区で

教養を学ぶとともに、後期になると週一日、湯島地区で行われる早期臨床体験実習等を通じて医療人としての意識

を高める。２年次から４年次にかけては生体と病気のメカニズムを講義・実習を通じて学ぶほか、教養教育も引き

続き行われる。特に４年次にはプロジェクトセメスターと呼ばれる長期の自由選択学習が実施され、自らが興味を

持った課題について半年間研究を行い、科学的な考え方、結果のまとめ方を学ぶ。また、基礎医学の研究者養成コ

ースも設けられ、希望者には課外の時間を利用して２年次から研究を開始することも可能になる。さらに研究を継

続したい学生は、一時大学院に進学して医学博士号を取得した後、復学する MD-PhDコースも用意されている。その

後は、臨床導入実習で基本的診察技法を修得する。さらに、全国共用試験を経て、医学部附属病院のみならず関連

病院、診療所や在宅医療機関を含むさまざまな医療現場で約１年半にわたっての診療参加型臨床実習が行われる。

この実習では医療チームの一員として学ぶために院内携帯電話や学生用電子カルテなどが用意され、臨床推論につ

いて徹底的に学ぶほか、リーダーとしてのコミュニケーション能力開発のため、チュートリアル等、少人数で討論

を行う機会、プレゼンテーション技法の訓練の機会等も豊富に設けられている。また、医療系総合大学の強みを生

かした歯学科との融合教育や保健衛生学科(看護、検査)とチーム医療について学習する機会も用意されている。さ

らに、国際化が進む将来を見据え、英語で医学を学ぶ講義が１年次後期から３年間にわたって行われるほか、海外

研修奨励制度や海外の提携大学で学ぶこともできる。 

 

大学ＤＡＴＡ 

◆沿革 昭和 19 年に東京医学歯学専門学校を設置。昭和 21 年に旧制大学となり、昭和 26 年に医学部を設置した。 

◆学部所在地 ＊湯島地区(専門教育)＝問合せ先に同じ。ｱｸｾｽＪＲ・地下鉄で御茶ノ水駅下車、徒歩約２分。 

＊国府台地区(教養部)＝〠272-0827 千葉県市川市国府台２－８－30 ｱｸｾｽＪＲ総武線市川駅から松戸車庫行バス

で国立病院下車、徒歩１分。 

◆学部学科・定員 医学部＝医学科 106名(うち２年次編入学定員５名) 

◆大学院 医歯学総合研究科＝医歯学専攻 189名、チリ大学国際連携医学系専攻３名 

◆おもな付属施設 附属病院、生体材料工学研究所(機能分子研究部門、素材研究部門、システム研究部門)、難治疾

患研究所(先端分子医学研究部門、難治病態研究部門、ゲノム応用医学研究部門など)、疾患バイオリソースセンター、

再生医療研究センター、脳統合機能研究センター、医療イノベーション推進センターなど。 

◆学寮 里見寮・定員 70名(男子)、国際学生宿舎・定員 50名(女子)。いずれも国府台キャンパスにある。 
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参考資料 

●医師国家試験合格率 

区分 
全 体 新 卒 既 卒 

志願者 受験者 合格者 合格率 志願者 受験者 合格者 合格率 志願者 受験者 合格者 合格率 

2017 109 109 105 96.3% 104 104 101 97.1% 5 5 4 80.0% 

2016 102 102 96 94.1% 96 96 91 94.8% 6 6 5 83.3% 

2015 91 91 86 94.5% 88 88 83 94.3% 3 3 3 100.0% 

 

●学校納付金(2018年度) 

区 分 入学手続時 初年度総額 ２年次以降 

入学金 282,000円 282,000円 ‐ 

授業料 267,900円 535,800円 535,800 円 

合 計 549,900円 817,800円 535,800 円 

６年間総計 3,496.800 円 

＊ほかに諸会費が 158,250円必要になる。 

 

●奨学金制度 

 日本学生支援機構奨学金のほかに、地方公共団体や民間奨学団体の奨学金制度がある。 
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          2018年度入試要項            
 

募集人員 

区分 一般前期 一般後期 推薦 ＡＯ 帰国生 ﾊﾞｶﾛﾚｱ 編入学 

医学科 82 10 ９ ‐ 若干 若干 ５ 

＊一般前期には研究医養成枠 1名を含む。入学後に選抜する。 

＊推薦入試の内訳は特別選抜５名、茨城県地域特別枠２名、長野県地域特別枠２名。 

 

試験日程 

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日 手続締切日 

一般入試 
前期日程 

１月 22 日～１月 31 日 
２月 25 日・26 日 ３月９日 ３月 15 日 

後期日程 ３月 12 日・13 日 ３月 22 日 ３月 27 日 

推

薦

入

試 

特別

選抜 

１次選抜 
11 月１日～11 月６日 

書類選考 11 月 20 日  

２次選抜 11 月 27 日・28 日 12 月 18 日 ２月 13 日 

地域

特別 

１次選抜 
１月 16 日～１月 23 日 

書類選考 ２月２日  

２次選抜 ２月４日 ２月７日 ２月 13 日 

＊推薦入試(特別選抜)はセンター試験の成績を確認後、２月７日以降に最終結果を通知する。 

 

一般入試 

試験区分 教科 科目(→は選択科目数) 配点 時間 

前

期

日

程 

ｾﾝﾀｰ

試験 

国 語 国。 40 80 

地歴・公民 世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ、倫政経→１。 20 60 

数 学 数Ⅰ・数Ａと、数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報→１の計２。 40 各 60 

理 科 物、化、生→２。 40 各 60 

外国語 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓→１。 40 80 

個別

試験 

数 学 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ(列ベ)。 120 90 

理 科 物基・物、化基・化、生基・生→２。 120 120 

外国語 コ英Ⅰ・コ英Ⅱ・コ英Ⅲ。 120 90 

面 接 個人面接。 ‐ ‐ 

後

期

日

程 

ｾﾝﾀｰ

試験 

国 語 国。 125 80 

数 学 数Ⅰ・数Ａと、数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報→１の計２。 125 各 60 

理 科 物、化、生→２。 125 各 60 

外国語 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓→１。 125 80 

個別

試験 

小論文 英文により出題する場合がある。 100 120 

面 接 個人面接。 100 ‐ 

＊面接は幅広く偏らない学力と豊かな人間性を有し、医学に対する熱意と適性を評価する。 

 

推薦入試 

[特別選抜] ①推薦条件＝高い基礎学力とバランスの取れた人格、優れた語学力(英語力)とそれに伴う豊かな国際

感覚、医学に対する強い関心を持ち、きわめて優れた特性・学科能力または特筆すべき課外活動の経験を有する全

体の評定平均値が4.7以上の現役。１高校から２名以内。②選考方法＝書類審査・センター試験(５教科７科目)の成

績・小論文・面接によって選考する。志願者が募集人員の約４倍を上回る場合には第１段階選抜を実施する。<セ

ンター試験> ◇国語＝国。◇地歴・公民＝世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ、倫政経から１科目選択。◇数学＝数Ⅰ・数Ａ必

須、ほかに数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１科目選択の計２科目。◇理科＝物、化、生から２科目選択。◇外国語＝英

(リスニングを含む)、独、仏、中、韓から１科目選択。合格と判断する際の目安の得点は総得点が原則８割以上と

する。小論文は２題で、大問１は問題発見および解決に必要な批判的・創造的・協働的思考力を問う問題。大問２

は生命科学などに関する課題及びこれに関連する複数の資料を提示し，重要性・優先順位に応じて情報を整理・統

合する力，資料を基に課題の全体像を要約して問題点を抽出する力，図・文章を用いて根拠を示しながら自身の考
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え・解決策を論理的に述べる力を問う問題。面接は、課題を与え，グループ面接を行った後，提出書類とグループ

面接の内容により個人面接を行う。 

[地域特別枠]  ①推薦条件＝特に医学の勉強を強く希望し、将来はその専門分野における実践・指導に携わるこ

とを決意し、各県が実施する修学資金貸与制度に応募して各県による面接を受け合格した者で、茨城県枠は県内の

高校または保護者が県内居住で，将来茨城県の地域医療に貢献する熱意と能力を有する成績概評Ａ段階の現役・１

浪。１高校から２名以内。長野県枠は出身地を問わず将来長野県の地域医療に貢献する熱意と能力を有する成績概

評Ａ段階の現役・１浪・２浪。１高校から２名以内。②選考方法＝書類審査・センター試験(５教科７科目)の成績

の合格者(募集人員の約４倍)に面接を課す。<センター試験> ◇国語＝国。◇地歴・公民＝世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ、

倫政経から１科目選択。◇数学＝数Ⅰ・数Ａ必須、ほかに数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１科目選択の計２科目。◇理

科＝物、化、生から２科目選択。◇外国語＝英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓から１科目選択。面接は個人

面接。 

 

国際バカロレア入試 国際バカロレア資格を有する者。書類審査・小論文・面接によって選考する。 

 

帰国生入試 書類審査・学力試験(数学・理科)・面接によって選考する。 

 

２年次編入学 大学を卒業した者(見込みを含む)で、２年以内に受験した TOEFL のスコアレコードを提出できる者。

学力検査(数学・物理・化学・生物・自然科学総合問題)の合格者(約 20 名)に２次試験として面接を課し、書類審査

を総合して合格者を決定する。面接では医療人を目指す学生としての資質及び適正について評価し、面接評価結果

が一定の水準以上の者を合格とする。 

 

＊合否判定 一般入試はセンター試験・個別試験の総合点で判定する。 

＊二段階選抜 一般入試は前期４倍、後期 12 倍で実施する。 

＊試験場 一般入試前期＝学力検査は代々木ゼミナール本部校代ゼミタワー(ＪＲ代々木駅下車、徒歩２分)、面接は

本学湯島キャンパス(ＪＲ・地下鉄で御茶ノ水駅下車、徒歩約２分)、一般入試後期・推薦入試＝本学湯島キャンパス

(ＪＲ・地下鉄で御茶ノ水駅下車、徒歩約２分)。 

＊受験料 一般 17,000円、推薦 17,000円 

 

入試のポイント 

一般入試の募集人員配分は前期 82名、後期 10名。入試科目は、センター試験が前期５教科７科目、後期４教科

６科目、個別試験は前期が数学・理科・外国語の３教科＋面接、後期が小論文・面接。小論文は将来医学に従事す

る者としての適性及び論理的思考，問題発見と解決の能力等を評価。面接は医療人をめざす学生としての資質及び

適性について評価するが、小論文・面接の対策は万全にしたい。配点ウエートは、前期が個別重点、後期がセ試重

点。前期は個別対策を万全にしたいが、門前払いされる恐れがあるからセ試も疎かにはできない。個別の数学・理

科・外国語については過去問で出題傾向・形式を掴んでおくのがいいだろう。後期はセ試で高得点が要求されるが、

国語・数学・理科・外国語の４教科とも配点ウエートは同じだから、国語の出来がポイントとなる。個別の小論文

対策も含め、国語力をつけておきたい。前期・後期ともセンター試験でのケアレスミスは命取りになる。 
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         2017年度入試ＤＡＴＡ            
 

●入学者選抜実施状況                     ＊２段階選抜は第１段階不合格者数を示す。 

区分 募集人員 志願者 ２段階選抜 受験者 当初合格 追加合格 合格者 競争率 入学辞退 入学者 

前期 82 366 37 320 82 11 93 3.4 11 82 

後期 15 194 72 39 15 3 18 2.2 3 15 

推薦 (茨城) 2 5 ‐ 5 2 0 2 2.5 0 2 

推薦 (長野) 2 7 ‐ 7 2 0 2 3.5 0 2 

 

【合格者の成績】                       カッコ内は 2016年度。 

区分 配点 最高点 最低点 平均点 

前期 540(540) 428.60(430.80) 368.80(368.20) 389.85(388.56) 

後期 700(700)  非開示 非開示 非開示 

 

＊入学者の男女別内訳 男子 67人、女子 34人。 

 

【志願者数の推移】 

 

  

 

●小論文の内容 

 一般入試(後期)・推薦入試で課す。今春の後期は２題で、[1](医学部・歯学部共通問題)井手英策著『経済の時代

の終焉』の抜粋(政府の規模と債務の大きさの関係)が提示され、①傍線部の理由と内容説明、②筆者が論じる理由

を述べた上で、そのような発想の転換の先にある社会の特徴の推論。[2](医学部問題)黒井千次著『老いのかたち』

の抜粋(望ましい高齢者像)が提示され、①筆者の考える人が歳をとらなくなってしまった理由、②自分が高齢者にな

った際の理想の高齢者像とそう考える理由について、筆者の意見や周囲の高齢者を参考に意見を論述させた。 

 

●面接の内容 

 一般入試は個人面接で、時間は１人あたり５～６分。面接官は３人。志望の動機、理想の医師像、自分が医師に

向いている点などは聞かれることが多い。推薦入試(一般枠)は課題を与え，グループ面接を行った後，提出書類とグ

ループ面接の内容により個人面接を行う。推薦入試(地域枠)は個人面接。 
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