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私

立 東北医科薬科大学 
問合せ先 入試課 

〠981-8558 仙台市青葉区小松島４-４-１ 

☎(022)234-4181 http://www.tohoku-mpu.ac.jp/ 

 

教育目標＆特色 

 平成 28年に開設されたニューフェイス。東日本大震災の被害により、東北地方では地域医療のあり方を根本的に

見直す必要に迫られていることから、どのような医師を養成し、どこで活躍すべきなのかを常に考えながら、被災

地における大学の使命として、東北の復興の一翼を担う医療人の養成を目指している。地域に根づいた意思を養成

するために地域医療ネットワークを構築し、地域滞在型の地域医療教育と臨床実習を推進するのが特徴で、地域医

療教育サテライトセンターや地域医療ネットワーク病院に滞在しながら体験・実習をすることで地域とのコミュニ

ケーションを深め、医師としての使命感や将来像をより明確に意識づけることにしている。医学部のキャンパスは、

東北薬科大学病院に隣接して現在建設中。教育研究棟は、基礎・臨床医学学習のための教育エリアと、研究・実験エ

リアの二つのエリアからなり、さらに大学付属病院の新棟も建設され、2019 年からは新病院棟において臨床実習を

行うことにしている。卒業後の東北地方への定着を促進し、経済的に支援するための修学資金制度が設けられ、入

学定員 100名のうち最大 55名までがこの制度を利用することができる。 

 

カリキュラムの特色 

 医学教育モデル・コア・カリキュラムを基本にしながら、地域医療、災害医療教育など立地条件を生かした独自

の教育プログラムを提供しているのが特徴である。入学後の２年間は薬学部のある小松島キャンパスで基礎教養科

目を学び、早期医療体験学習なども行う。１年次は、知的好奇心、行動力、倫理観を培うとともに、地域の文化・生

活を理解する科目を履修し、医療現場や患者に接する第一歩を踏み出す。基礎医学は１年次後期に始まり、解剖学、

組織学、遺伝学、生理学、薬理学などを履修。英語を重視しており、３年次まで継続して学習する。２年次は、１年

次から引き続き学ぶ基礎医学で呼吸器、腎・泌尿器、循環器、消化器などの知識を深めるほか、各県の地域医療ネッ

トワーク病院関連施設に滞在し、僻地や被災医療の体験学習や介護、在宅医療の現場を見学することにより、地域

医療の現状と課題を知ることができる。３年次からは大学附属病院に隣接した福室キャンパス(現在建設中)での学

習が始まり、講義形式の臨床科目として神経学、内分泌学・代謝学、小児科学、整形外科学、麻酔学などや、高齢者

医療、災害医療、放射線被ばく医療を学ぶ。救急・災害医療の体験学習を通じて、救急医療だけでなく災害時の慢性

疾患や複合疾患に対しての知識も身につけ、個々の課題研究により研究マインドを養う。４年次の前期末に共用試

験が実施され、４年次後期から６年次前期まで参加型臨床実習教育が行われる。附属病院や関連教育病院での診療

科臨床実習や地域医療ネットワーク病院での滞在型地域総合診療実習、サテライトセンターでの滞在型地域包括医

療実習が行われ、地域に滞在して患者に触れることで、より地域医療への貢献と使命感を持つ医師へと育つことが

期待されている。６年次前期には総合診療の技能を身につけるための集大成として、症例を総合的に解析する総合

診療学演習を行う。後期には基礎・臨床科目ごとに６年間の統括として統括講義を行い、万全の態勢で卒業試験・

医師国家試験に臨むことになる。 

 

大学ＤＡＴＡ 

◆沿革 東北薬学専門学校を母体として昭和 24 年に東北薬科大学を開設。平成 28 年に医学部を設置し、校名を東

北医科薬科大学に改称した。 

◆学部所在地 ＊小松島キャンパス(１～２年次)＝問合せ先に同じ。ｱｸｾｽＪＲ東照宮駅下車、徒歩 15分。地下鉄で

台原駅下車、徒歩 15分。ＪＲ仙台駅から宮町方面行バスで東北薬科大学・東北高校前下車。 

＊福室キャンパス(３～６年次)＝〠983-8512 仙台市宮城野区福室１-12-１ ｱｸｾｽＪＲ陸前高砂駅下車、徒歩７分。 

◆学部学科・定員 医学部＝医学科 100名 

◆大学院 まだ設置していない。 

◆おもな付属施設 大学病院、分子生体膜研究所など。 

◆学寮 設置していない。 
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参考資料 

●医師国家試験合格率                             ＊まだ卒業生を出していない。 

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    ％    ％    ％ 

2016    ％    ％    ％ 

2015    ％    ％    ％ 

 

●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 1,000,000円 1,000,000円 ‐ 

授業料 ‐ 3,0000,000円 3,000,000 円 

施設拡充費 500,000円 1,000,000円 1,000,000 円 

教育充実費 ‐ 1,500,000円 1,500,000 円 

合 計 1,500,000円 6,500,000円 5,500,000 円 

６年間総計 34,000,000円 

＊授業料は５月末、11月末に分納する。 

＊ほかに諸会費が必要になる。 

＊入学手続き終了後に任意の教育研究協力資金を募集する。 

 

●修学資金制度 

 Ａ方式が 35 名(宮城県 30 名、青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県各１名)に 3,000 万円を貸与。宮城県は

初期臨床研修後、宮城県が指定する医療機関等に 10年間勤務すると返還を免除。宮城県以外の東北５県は当該県が

指定する医療機関等に 10 年程度勤務すると返還を免除。Ｂ方式は 20 名(宮城県以外の東北５県)に 1,500 万円＋各

県の就学資金(1,108.2 万円～2,200 万円)を貸与。当該県が指定する医療機関等に９年程度)勤務すると返還を免除

する。 

 

●奨学金制度 

 日本学生支援機構奨学金のほかに、各種育英団体の奨学金などがある。 
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          2018年度入試要項            
 

募集人員 

区分 一般 推薦 ＡＯ 編入学 

医学科 100 ‐ ‐ ‐ 

＊一般の内訳は修学資金枠 55名(Ａ方式 35名<宮城県 30名、青森・岩手・秋田・山形・福島各１名>、Ｂ方式 20名)、一般枠 45名。 

＊修学資金枠Ａ方式・Ｂ方式、一般枠のいずれも併願が可能で、志望順位をつけて出願する。 

 

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 

１次試験 
12 月 14 日～１月 16 日 

２月１日 ２月７日  

２次試験 ２月 17 日 ２月 22 日 ３月５日 

＊入学手続きの書類は３月８日必着。 

＊入学辞退者の学費返還申出期限は３月 31日。 

＊入学手続き状況により欠員が生じた場合は、順次繰上げ追加合格者を発表する。 

 

一般入試 

試験区分 教科 科目(→は選択科目数) 配点 時間 

１次試験 

数 学 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ(列ベ)。 100 70 

理 科 物基・物、化基・化、生基・生→２。 200 120 

外国語 コ英Ⅰ・コ英Ⅱ・コ英Ⅲ・英表Ⅰ・英表Ⅱ。 100 70 

小論文 600時以内。 ‐ 60 

２次試験 面 接 個人面接。 ‐ - 

 

＊合否判定 １次の合格者に２次を課す。学科試験は総合点で判定する。小論文の評価は１次試験選抜時では使用

せず、２次試験選抜時に使用する。面接は合否判定の資料として重視する。 

＊試験場 １次＝本学小松島キャンパス・東京（ベルサール渋谷ガーデン・TKP東京駅日本橋カンファレンスセンタ

ー・ベルサール渋谷ファースト）。２次＝本学小松島キャンパス。 

＊受験料 60,000円 

 

入試のポイント 

来春の試験日は、１次が自治医科大(一般・地域枠)２次、日本大 N方式１次、久留米大(一般・地域枠)１次のほか

相手校の受験日によって日本医科大２次、愛知医科大２次と重複、２次は金沢医科大後期１次のほか相手校の受験

日によって東京慈恵会医科大２次と重複する。 

修学資金枠Ａ方式・Ｂ方式、一般枠の３区分で募集され、志望順位をつけて併願することができる。入試科目は、

一般１次が数学・理科・英語の３教科＋小論文、２次は面接。３教科とも教科書を完全理解したうえで応用力をつ

けておきたい。面接では、志望の理由、医師を目指した理由などが聞かれるが、設立の趣旨から東北地方の地域医

療に貢献する意志がチェックされる。１次試験場は仙台(小松島キャンパス)と東京に設けられるが、東京試験場は

３か所のうち大学が指定して受験票で通知する。 
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         2017年度入試ＤＡＴＡ            
 

●入学者選抜実施状況                 

区分 募集人員 志願者 受験者 １次合格 ２次受験 正規合格 補欠合格 合格者 競争率 入学者 

一般 100 2,240 2,042 600 501 100 156 256 8.0 100 

＊入学者の内訳は A方式 35人、B方式 20人、一般枠 45人。 

 

【合格者の成績】 非公表。 

 

＊入学者の男女別内訳 男子 80人、女子 20人。 

＊入学者の出身地別内訳 宮城・東京各 15人、山形・福島・埼玉・千葉・神奈川各６人、茨城５人、大阪４人、青

森・群馬・新潟・長野・京都各３人、岩手・栃木・石川・愛知各２人、北海道・秋田・富山・岐阜・鳥取・広島・

静岡・長崎各１人。 

 

【志願者数の推移】 

 

 

●小論文の内容 

 １次試験で課し、600字以内で論述させる。今春は、「科学技術の進歩により人は幸福になったか。恩恵と問題を

あげて述べなさい」という内容だった。 

 

●面接の内容 

 ２次試験で実施する。面接官２名の個人面接で、時間は 10～15分。志望の理由、医師を目指した理由、地域医療

について何ができるかなどが聞かれる。 
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