
2018 年度入試情報 
●医学部の入学定員は今がピーク、将来的には定員減にシフト 

	 医学科・医学類は、国立 42 大学、公立８大学、私立 31 大学と防衛医科大学校におかれ、毎年 8,000 人～8,500 人

程度の医師国家試験合格者が誕生している。合格者の大半は臨床医としての道を歩むが、10 数年ほど前から、地方、

とりわけ僻地での医師不足や、小児科、産科、麻酔科など特定の診療科での医師不足が深刻になってきた。そこで、

厚生労働省、総務省、文部科学省が「医師確保総合対策」を打ち出して医学部の定員増を認め、その後は毎年増員さ

れてきた。加えて 2016 年に東北医科薬科大、2017 年に国際医療福祉大の新設も認められたため、2007 年度に 7,625

人だった総定員が、2017 年度には過去最高の 9,420 人になった。医学部の入学枠が大幅に広がったわけだが、新設

大学以外は暫定措置による臨時定員増。いずれも最大 10 年の期限付きとなっており、317 人分が 2017 年度に期限

を迎えた。これらは 2018 年度入試から臨時増員分を削減することになっていたが、ほとんどの大学が臨時定員増の

延長や新たな定員増(計 316 人)を申請した。そのため、来春の 2018 年度入試では定員減による影響は少なくて済ん

だが、医師確保総合対策に基づく臨時定員増は終期が定められており、今後は医師養成数の将来見通しや定着状況

を踏まえて判断することになっている。	

 
2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

7,793 8,486 8,846 8,923 8,991 9,041 9,069 9,134 9,262 9,420 9,419 
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医学科の入学定員の推移



         一般入試                
●センター試験は大半が５教科７科目型 

	 国公立大では、センター試験と各大学が独自に行う個別試験の成績を総合して合否を決めている。私立大でも獨

協医科大、埼玉医科大、国際医療福祉大、杏林大、順天堂大、昭和大、帝京大、東京医科大、東海大、愛知医科大、

藤田保健衛生大、大阪医科大、関西医科大、近畿大、兵庫医科大、産業医科大、福岡大がセンター試験に参加してお

り、産業医科大はセンター試験の受験を義務づけている(ほかの大学は募集人員の一部が対象)。	

	 センター試験は６教科 30 科目について実施され、時間割は次のようになっている。	

日程 教科 時間 

2018 年           

１月 13 日(土) 

(1)地理歴史・

公民 

(２科目選択)  9：30～11：40(*各 60 分) 

(１科目選択) 10：40～11：40(60 分) 

(2)国語             13：00～14：20(80 分) 

(3)外国語 
(筆記)     15：10～16：30(80 分) 

(リスニング)  17：10～18：10(*30 分) 

2018 年    

１月 14 日(日) 

(1)理科 
(２科目選択)  9：30～11：40(*各 60 分) 

(１科目選択) 10：40～11：40(60 分) 

(2)数学①             13：00～14：00(60 分) 

(3)数学②          14：50～15：50(60 分) 

(注)	 ①地理歴史・公民、理科を２科目受験する場合は解答順に第１解答科目・第２解答科目に区分し、各 60 分間で解答を行うが、

第１解答科目・第２解答科目の間に答案回収等を行うための時間を加え、試験時間は 130 分間とする。②リスニングは音声問題を用い

て 30 分間で行うが、解答開始前にＩＣプレーヤーの作動確認・音量調節を受験生が行うために必要な時間を加え、試験時間は 60 分間

とする。	

	

	 ２日間で５～６教科８科目を受験できるわけだが、どの教科・科目を利用するかは各大学の裁量に任されており、

受験生は志望する大学が指定する教科・科目を選んで受験すればよい。国公立大はほとんどが国語１科目、地歴・

公民１科目、数学２科目、理科２科目、外国語１科目の５教科７科目型。ほかには地歴・公民を課さない４教科６科

目型(東京医歯大後期)がある程度だ。私立大には５教科７科目型(国際医療福祉大、順天堂大、昭和大、東京医科大、

藤田保健衛生大、大阪医大、兵庫医科大<後期>)、５教科６科目型(産業医科大)、４教科６科目型(埼玉医科大、愛知

医科大、関西医科大、兵庫医科大<前期>)、３教科５科目型(獨協医科大、杏林大、東海大、近畿大<前期>)、３教科

４科目型(近畿大<中期>)、３教科３科目型(帝京大、近畿大<後期>)、２教科３科目型(帝京大、近畿大<後期>)があ

る。	

	 各教科の出題科目・選択方法をみると、｢国語｣は国総の内容を出題範囲として出題。近代以降の文章と古典(古文・

漢文)に分けて利用できるが、国公立大は全大学が近代以降の文章と古典(古文・漢文)を受験させている。私立大は

国語を受験させる大学のうち国際医療福祉大、順天堂大、昭和大、帝京大、東京医科大、藤田保健衛生大、大阪医科

大、兵庫医科大後期<>、産業医科大は双方を受験させ、埼玉医科大、愛知医科大、関西医科大、近畿大<中期・後期

>、兵庫医科大<前期>、福岡大は近代以降の文章だけを受験させている(獨協医科大、杏林大、東海大、近畿大<前期

>は国語を課さない)。	

	 ｢地理歴史・公民｣は、世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、現社、倫、政経、倫政経の 10 科目から最大２

科目受験が可能だが、医学部では１科目受験で済む(私立大では受験を要しない大学も多い)。また、世Ａ、日Ａ、地

理Ａが受験可能な大学は少数派で、現社、倫、政経も選択できる大学はそう多くない。２科目受験した場合は第１

解答科目の成績を使用する大学が圧倒的だから、１科目にマトを絞って受験準備を進める方が効果的だ。	

	 ｢数学｣は２つのグループある。グループ①は数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａのいずれかを選択、グループ②は数Ⅱ、数Ⅱ・数

Ｂ、簿、情報から１科目選択。国公立大で数Ⅰ、数Ⅱを選択できるのは愛媛大だけで、ほかは「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」という組合せか、「数Ⅰ・数１Ａ、数Ⅱ・数Ｂ」の２科目指

定。簿、情報は職業課程で履修する科目だから、普通科・理数科など大多数の受験生は、数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂの

２科目を受験することになる。私立大も数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂの２科目が多いが、帝京大、近畿大(中期・後期)は

数Ⅰ・数Ａの１科目で済み、選択の仕方によっては数学を外すこともできる。また、帝京大は数Ⅰ、数Ⅱも選択でき

る。	

	 ｢理科｣は物基、化基、生基、地基、物、化、生、地の８科目を出題するが、選択方法がきわめて複雑で、(1)物基、

化基、生基、地基から２科目選択、(2)物、化、生、地から１科目選択、(3)物基、化基、生基、地基から２科目選択



と物、化、生、地から１科目選択、(4)物、化、生、地から２科目選択のパターンがあるが、医学部は全大学が(4)の

パターンを採用しており、大半の大学が物、化、生から２科目選択としている。地を選択できるケースはきわめて

少数派だ。また、１科目選択で済むのは産業医科大だけだが、帝京大、近畿大(後期)は選択の仕方によって１科目

で済む。１科目選択の大学でも２科目を受験することが可能だが、産業医科大は２科目受験した場合、第１解答科

目の得点を使用するから、最初に得意科目を受験する必要がある。	

	 ｢外国語｣は英、独、仏、中、韓から１科目選択だが、英が必須のケースも多く、中、韓を除外するケースもある。

英語ではほとんどの大学でリスニングの成績を利用しており、リスニングを受験しなくてもいいのは東大、滋賀医

科大の２大学だけだ。	

	 センター試験では、高校３年間で学んだ断片的な知識だけでなく、深い思考力、思考過程、総合的な理解力、判断

力などが評価できるように配慮され、出題形式もさまざまに工夫されている。解答はおなじみのマークシート方式。

センター試験は受験者が 50 万人をゆうに超えるマンモス試験だから、受験生の答案を試験官が限られた期間内に１

枚１枚採点することは不可能。そこで、採点にはコンピューターが導入され、解答にはコンピューター採点が容易

なマークシート方式が採用されている。具体的にいうと、受験生は問題を解いて正解と思う選択肢の番号や記号を

選び、解答用紙の該当する枠内を鉛筆で塗りつぶす。計算問題では数値等をマークすることもある。こうして作成

されたマークシート答案をオプティカル・マーク・リーダーという機械が光学的に読み取り、瞬時に採点・集計す

る。採点が機械ということからお情け点はまったく期待できないし、枠からはみ出すなど間違った記入方法や、鉛

筆が極端に薄いなどルール違反の答案は容赦なく減点される。「選択肢が５つなら５分の１の確率でまぐれ当たりも

期待できる」などとも考えがちだが、出題はよく工夫されており、確実な知識を身につけておかないと高得点は期

待できない。	

	 大学入試センターでは、センター試験の結果を、国語・外国語は各教科 200 点満点、地理歴史・公民・数学・理科

は各科目 100 点満点、英語のリスニングは 50 点満点で採点・集計し、個人の成績データ等は志望大学だけに通知さ

れる。したがって、受験生は試験終了後に発表される正解例を参考にして正確に自己採点し、２次試験の出願前に

公表される平均点などの中間集計と照らし合わせて最終的な志望校決定の判断材料にするしかない(希望者には得

点が開示されるが、開示は４月 16 日以降だから、出願時の判断材料にはできない)。	

	 2017 年度の平均点等は以下のとおりだった。	

	 	



	

●2017 年度・センター試験平均点一覧(本試験)  
(参考)  

教科名 科目名 受験者数 満点 平均点 最高点 最低点 標準偏差  前年平均点 前年比 

国 語 国 語	 519,129	 200	 106.96	 200	 0	 35.44	 	 129.39	 -22.43	

地理歴

史 

世 界 史 Ａ	 1,329	 100	 42.83	 97	 0	 18.26	 	 42.07	 0.76	

世 界 史 Ｂ	 87,564	 100	 65.44	 100	 0	 22.80	 	 67.25	 -1.81	

日 本 史 Ａ	 2,559	 100	 37.47	 97	 0	 17.16	 	 40.81	 -3.34	

日 本 史 Ｂ	 167,514	 100	 59.29	 100	 0	 20.14	 	 65.55	 -6.26	

地 理 Ａ	 1,901	 100	 57.08	 97	 11	 16.27	 	 52.14	 4.94	

地 理 Ｂ	 150,723	 100	 62.34	 100	 0	 15.54	 	 60.10	 2.24	

公 民 

現 代 社 会	 76,190	 100	 57.41	 100	 0	 17.72	 	 54.53	 2.88	

倫 理	 22,490	 100	 54.66	 98	 0	 16.05	 	 51.84	 2.82	

政 治 ・ 経 済	 54,243	 100	 63.01	 100	 0	 17.87	 	 59.97	 3.04	

倫理＋政治・経済	 50,486	 100	 66.63	 100	 0	 14.90	 	 60.50	 6.13	

数学① 
数 学 Ⅰ	 6,156	 100	 34.02	 98	 0	 19.95	 	 36.48	 -2.46	

数学Ⅰ・数学Ａ	 394,557	 100	 61.12	 100	 0	 21.35	 	 55.27	 5.85	

数学② 

数 学 Ⅱ	 5,971	 100	 25.11	 98	 0	 15.63	 	 27.76	 -2.65	

数学Ⅱ・数学Ｂ	 353,836	 100	 52.07	 100	 0	 24.29	 	 47.92	 4.15	

簿 記 ・ 会 計	 1,482	 100	 49.83	 98	 8	 19.75	 	 57.71	 -7.88	

情 報 関 係 基 礎	 524	 100	 54.94	 98	 0	 17.06	 	 56.21	 -1.27	

理科① 

物	 理	 基	 礎	 19,406	 50	 29.69	 50	 0	 11.87	 	 34.37	 -4.68	

化	 学	 基	 礎	 109,795	 50	 28.59	 50	 0	 10.87	 	 26.77	 1.82	

生	 物	 基	 礎	 136,170	 50	 39.47	 50	 0	 9.56	 	 27.58	 11.89	

地	 学	 基	 礎	 47,506	 50	 32.50	 50	 0	 10.48	 	 33.90	 -1.40	

理科② 

物	 	 	 	 	 理	 156,719	 100	 62.88	 100	 0	 22.45	 	 61.70	 1.18	

化	 	 	 	 	 学	 209,400	 100	 51.94	 100	 0	 20.86	 	 54.48	 -2.54	

生	 	 	 	 	 物	 74,676	 100	 68.97	 100	 0	 17.65	 	 63.62	 5.35	

地	 	 	 	 	 学	 1,660	 100	 53.77	 100	 0	 19.77	 	 38.64	 15.13	

外国語 

英 語	 540,029	 200	 123.73	 200	 0	 44.95	 	 112.43	 11.30	

ド イ ツ 語	 116	 200	 128.66	 197	 30	 45.83	 	 130.92	 -2.26	

フ ラ ン ス 語	 134	 200	 142.60	 200	 37	 44.41	 	 151.04	 -8.44	

中 国 語	 558	 200	 164.91	 200	 42	 33.49	 	 158.02	 6.89	

韓 国 語	 185	 200	 128.95	 200	 28	 41.00	 	 128.05	 0.90	

英 語 リ ス ニング	 532,627	 50	 28.11	 50	 0	 10.17	 	 30.81	 -2.70	

	

	 教科・科目によって受験者数が異なるため、全教科・科目の総合平均点は算出できないが、大学入試センターで

は出題のレベルを平均得点率が 60％程度に設定しており、年度によって大きな差がでないように配慮している。も

っとも、医学部をめざす場合は、平均程度の得点ではお話にならない。いくつかの大学が公表している合格者のセ

ンター試験最低点(2017 年入試の得点率)をみると、旭川医科大後期 84.47％、富山大前期 82.49％・後期 88.20％、
福井大前期後期 82.67％、浜松医科大後期 87.05％、三重大前期 83.33％・後期 86.55％、大阪大前期 84.51％、岡山
大前期 82.42％、広島大後期 91.33％、香川大前期 82.29％・後期 86.89％、愛媛大前期 81.96％・後期 86.16％、大
阪市立大前期 83.35％などとなっている。実際の合否判定は、センター試験の成績と２次試験の成績を総合して行う
から、これらがそのままランクに直結するわけではないが、医学部をめざすにはセンター試験で最低でも 80％前後、

できれば 90％を上回る得点がほしいことがわかるだろう。センター試験で 90％の得点がマークできれば、２次試験

での多少の失点はカバーできることになる。	

	 また、志願者が多数の場合、センター試験の成績で第１段階の選抜を行い、クリアーした者にのみ個別試験を受

験させる、いわゆる２段階選抜を実施するケースが多いが、こういう大学をめざす場合は、いくら２次試験に絶対

の自信があるにしてもセンター試験である程度得点しておかなければ、個別試験を受ける前に門前払いされてしま

うことになる。２段階選抜を実施する大学では 75％が最低の目安。2017 年度入試で門前払いされた医学部志願者は

延べ 3,887 人にものぼっている。門前払いの多かったのは、山梨大後期 719人、奈良県立医科大後期 676人、岐阜



大後期 312 人、福島県立医科大後期 184 人、熊本大前期 147 人、東京大前期 139 人、千葉大後期 129 人、宮崎大
後期 126人、福島県立医科大前期 112人、千葉大前期 97人、群馬大前期 94人、富山大後期 92人、山口大後期 92
人、宮崎大前期 92人、東京医科歯科大後期 72人、福井大前期 70人などだった。	
	 合否判定にあたって多くの大学では、大学入試センターから通知された各受験生の成績をそのまま利用するので

はなく、特定の教科にウエートをもたせるなど独自に換算して利用している。例えば、北海道大の前期日程は国語

80 点、地理歴史・公民 40 点、数学・理科・外国語は各 60 点に換算しているし、山梨大の後期日程は国語 200 点、

地理歴史・公民 100 点、数学 100 点、理科 100 点、外国語 300 点に換算している。個別試験との兼ね合いもあるが、

自分の得意とする教科に多く配点している大学・学部ほど得点率が高まることになる。選択科目の場合は平均点の

差が気になるところだが、20 点以上の差がつき、それが問題の難易によるものだと判断された場合に限って得点修

正される。調整は一律に加算するのではなく、平均点近辺を最も多く加点し、平均点から隔たるにつれて加算の幅

を少なくする方法が取られる。	

●個別試験は数学・理科・外国語の３教科が主流 

	 一般入試の入試科目(国公立大の場合は個別試験科目)は、４教科の重量型から学科試験を課さない０教科型まで

バラエティに富んでいる。いずれの教科型もバリエーションが多く、教科・科目の組合せは実に多彩だ。	

	 ４教科型は「国語・数学・理科・外国語」の組合せで、山形大前期、東京大前期、名古屋大前期、京都大前期、防

衛医科大の５校。理科はいずれも２科目受験だ。３教科型は「数学・理科・外国語」の組合せが大多数を占めている

が、帝京大は選択の仕方によって「国語・数学・理科」、「国語・数学・外国語」、「国語・理科・外国語」の組合せで

も受験できる。理科は２科目受験が圧倒的に多いが、奈良県立医科大前期、帝京大、東海大は１科目ですむ。	

	 また、２教科型は「数学・理科」の組合せが群馬大前期、山梨大後期の２校、「数学・外国語」の組合せが旭川医

科大後期、弘前大前期、秋田大前期、島根大前期、徳島大前期、宮崎大前期、金沢医科大後期の７校、「理科・外国

語」の組合せが宮崎大後期、順天堂大セ試併用、帝京大の３校となっている。１教科型は、「理科」が旭川医科大後

期、「外国語」が国際医療福祉大セ試利用の１校となっている。学科試験を課さない０教科型は、国公立大後期を中

心にかなり多くみられ、総合問題・小論文・面接などで選考。私立大のセンター試験利用入試には小論文・面接のほ

か、個別試験は課さないケースもある。国公立大の場合は、前期日程・後期日程で出題教科・科目を変えているケー

スが多く、学科試験のほかに小論文・面接などを課す大学が多い。また、同じ教科型であっても出題科目が異なる

ケースが多いから注意しなければならない。	

	 各教科の出題科目をみると、｢数学｣は数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂのフル出題が主体だが、科目パターンは多彩

で、数Ⅰ・数Ⅱの２科目という負担の軽いケースもある。５科目を準備しておけばどこの大学でも受験できるが、

なかには数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ、数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａなど３～４科目のケースもあるから、志望校の科目数に合わせ

た準備をしないとロスが生じることになる。また、数Ｂは３項目のうち「列」「ベ」の２項目から出題するケースが

多い。	

	 「理科」は物基・物というように関連する２科目を併せて１科目扱いするケースが圧倒的で、物基・物、化基・

化、生基・生から２科目ないし１科目を選択させるが、数の上からは２科目が圧倒的に多い。なかには物基・物、化

基・化の２科目を指定しているケースもある。物基・物、化基・化、生基・生ともすべての項目を出題するケースが

圧倒的に多いが、大学によっては一部に除外範囲を設けている。	

	 「外国語」は英必須校が多いが、独、仏、中を出題し、選択させるケースもある。英は、コ英Ⅰ・コ英Ⅱ・コ英Ⅲ・

英表Ⅰ・英表Ⅱの５科目出題が多いが、うち２～３科目程度の軽い負担もみられる。また、リスニングを含むケー

スも少数だがある。	

●小論文・総合問題や面接の出題も多い 

	 学科試験のほかに小論文や面接の出題も多く、私立大では学科試験の合格者に２次試験として小論文・面接を課

すケースが多い。小論文・総合問題・総合科目は、幅広い教養・知識が必要になるやっかいなものが多く、後期日程

は科目負担が軽いからといって安易に受験すると痛い目に合う。小論文の採点・評価基準や出題の狙いをみると、	

＊秋田大＝社会・文化・自然科学・医療等に関する日本語および英語の文章を素材にしていくつかの設問をし、そ

れに対して論述させ、理解力・思考力・表現力等をみる。	

＊三重大＝人間、健康、医療、生命科学、時事問題などに関わる課題を提示して論述させ、洞察力、論理構成力、表

現力などを総合的に評価する。英語の理解力を必要とするものを含む。	

＊山口大＝提示された資料に対する理解力、分析力、論理的思考力、文章表現力等を評価・採点する。資料は英文

で提示することがある。	

＊香川大＝小論文は単なる作文力のテストではなく、センター試験ではみることができない論理的思考力、倫理観、

社会性等をみるために行う。小論文の出題は、英語による問題(小論文Ⅰ)と日本語による理科系の論述式問題(小論



文Ⅱ)とする。	
＊愛媛大＝論文・文章の内容を的確に把握した上で、論述、解答させることにより、読解力、論述力、記述力を評価

する。内容面では、医療の社会性に対する認識、科学論文に対する理解力、推理力などを評価する。	

＊北里大＝１つのテーマについて論述させ、論理的思考能力、記述力、表現力、考察力、理解力を評価する。	

＊東京慈恵会医科大＝課題文を読んで、そこから各自が自由に一つのテーマを選び、なぜそのテーマを選んだのか

を説明し、その後にテーマについて論じさせ、自分でしっかり物事を考え、その考えを他者に分かりやすく伝えよ

うとする力、さらに今自分が持っている知識を基に状況を理解して判断する力を評価する。	

	 小論文は課題文とか資料が与えられ、それに関する設問に論述させる形式が多いが、医学部では医療問題に関す

るテーマが取り上げられるケースが少なくない。最近の出題例をみると、秋田大が「医学や生活における寛容」、群

馬大は「医療のテイラーイズム導入」、東京医科歯科大は「DNA鑑定の可能性」、富山大は「保健医療システムと高
齢社会」、福井大は「消極的安楽死と医師の判断」、浜松医科大は「ドイツの医療制度」、三重大は「抗マラリア薬の

開発と普及の過程」、山口大は「AI化が進む医療の将来」、香川大は「医療への科学的管理法の運用の可否」、愛媛大
は「緩和医療薬の重要性と緩和医師養成の必要性」、鹿児島大は「患者の意識の有無を判定する方法」、琉球大は「糖

尿病治療の問題点」「心臓移植の現状における課題」、自治医科大は「人工知能の発達と医師の役割」、北里大は「医

療教育の目標」、昭和大は「医療における人間と AIの共存」「なぜ熱帯病の制圧は容易ではないのか」、日本大は「生
物学と化学との統一」、日本医科大は「再生医療について思うこと」、愛知医科大は「医者に求められる資質」、近畿

大は「患者主体の医療を目指すチーム医療」「再生医療の課題と展望」、川崎医科大は「医療におけるポピュリズム」、

産業医科大は「子どもの肥満要因としての遺伝子と生活習慣」を取り上げた。	

	 面接は、受験生の人柄や学習意欲、学部・学科に対する適性などをみるのがねらい。形式としては、受験生１人に

試験官２～３人という個人面接が多いが、最近はグループディスカッションとか口頭試問もふえてきた。課題を与

えてのディベート形式も多い。時間は５分～10 分程度が多いが、１時間近くもみっちり行うケースもある。ユニー

クなのは東京慈恵科医科大で、個人面接と MMI(multiple	mini	interview)とで面接を行う。MMI とは複数の課題を

用いた面接試験のことで、自分の考えを表現する能力、社会における自分の役割を考える能力、知識を基に状況を

理解してどのような行動が適切か判断する力、論理的思考力などについて評価するために、評価者と受験生が１対

１で話し合いをする対話形式の面接。一人あたり異なる４課題が課されるが、課題は随時変えて、受験生は個人面

接と MMI	４課題とで合計５つの面接を行う。１つの面接につき７分で、移動時間を含めて面接に要する時間は約 40

分となる。藤田保健衛生大でも MMI を導入している。	

	 各大学が公表している採点・評価基準や出題の狙いをみると、	

＊秋田大＝医師としての適性、即ちコミュニケーション能力・科学的思考・論理的思考、医師としての倫理性、社

会への関心度、積極性・意欲・将来性等について評価する。	

＊筑波大＝個別面接で、医学を志向する動機、修学の継続力、適性、感性・社会適応力など総合的な人間性につい

て評価する。	

＊三重大＝志望理由、学習意欲、理解力、表現力、論理性などを評価し、医学、医療、科学、社会などに対する関心

度を評価する。	

＊滋賀医科大＝グループ面接で、将来医師または研究者となるにふさわしい資質・適性の観点から評価する。	

＊大阪大＝個人面接(10 分程度)で、人間性・創造性豊かな医師及び医学研究者となるにふさわしい適性を計り、一

般的態度、思考の柔軟性及び発言内容の論理性等を評価する。面接の結果によって、医師及び医学研究者になる適

性に欠けると判断された場合は、筆記試験の得点に関わらず不合格とする。	

＊島根大＝個人面接で、話し方・態度、目的意識、意欲、思考内容のまとまり等の観点から、将来医学・医療に従事

する者としての適性をみる。	

＊山口大＝３名の面接委員で２回行い(計６名の面接委員)、志望動機や勉学意欲等を聞き、積極性、協調性、指導

性、判断力等を評価し、医療人としての適性をみて総合評価を行う。	

＊愛媛大＝面接時の態度や質問に対する応答を通して、医学を学ぼうとする目的意識や勉学意欲、自己認識、協調

性、社会性などを総合的に判断して採点・評価する。	

＊佐賀大＝医学部志望の動機、学習意欲、積極性、生命や医療に対する倫理観、チーム医療の一員となる上で不可

欠の協調性やコミュニケーション能力について対話・口述を通して評価し、将来優れた医師になるために十分な適

性を備えているかどうかを総合的に判断する。	

＊京都府立医科大＝医師及び医学研究者となるにふさわしい資質・適性を評価する。	

＊大阪市立大＝医師としての適性及び人間性について評価する。	

＊北里大＝グループ面接または個人面接、あるいは両方が複合した面接などいろいろな形式で行い、将来医師とし

ての職業に直結する受験生の人物、意欲、適性を評価する。	

	 面接の結果は、点数化するところ、段階評価を行うところ、総合判定の資料とするところなどさまざまだが、面



接の結果によって医師・医学研究者となるにふさわしくないと判断されれば、学力検査の結果に関係なく不合格と

されるケースが多い。例えば、広島大後期では４名の面接官が、Ａ(ぜひ入学させたい)、Ｂ(できれば入学させたい)、

Ｃ(できれば入学させたくない)、Ｄ(入学させたくない)の４段階評価を行い、評価Ａを 25 点、評価Ｂを 20 点、評

価Ｃを５点、評価Ｄを０点に換算し、面接官の合計点が25点以下の場合は総合点の順位に関係なく不合格とされる。

また、新潟大で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２段階で評価し、評価に

よっては学力検査の結果に関わらず不合格。滋賀医科大は段階評価を行い、その評価が最低ランクの場合は総合点

の如何に関わらず不合格。徳島大ではすべての面接官が不適格と判定した場合は学力試験等の成績に関わらず不合

格としている。このほか、山形大、京都大、島根大、山口大、鹿児島大などでも面接の結果が悪いと総合点に関係な

く不合格にしている。	

合否の判定は、学力検査や調査書などの選抜資料を総合して行うことになるが、なかでも重みを持っているのが

学力検査の出来具合だ。入試のセオリーからすると、得意とする科目に多く、苦手とする科目に少なく配点してある

ところが有利ということになるが、センター試験と個別試験の総合点で合否が決まる国公立大では、同じ教科型で

あっても配点ウエートが異なるケースが多く、配点型によって得点率がグーンと違ってくるから注意しなければな

らない。例えば、教科型の同じ旭川医科大前期、秋田大前期、島根大前期、徳島大前期、宮崎大前期の例でみると、

センター試験と２次試験(個別試験)の配点は次のようになっている。	

大学名 試験区分 国語 地公 数学 理科 外語 面接 計 

旭川医科大	
セ試	 100	 50	 100	 200	 100	 ‐	 550	

個別	 ‐	 ‐	 100	 ‐	 100	 150	 350	

秋田大	
セ試	 100	 50	 100	 200	 100	 ‐	 550	

個別	 ‐	 ‐	 100	 ‐	 100	 200	 400	

島根大	
セ試	 200	 100	 100	 200	 100	 ‐	 700	

個別	 ‐	 ‐	 200	 ‐	 200	 60	 460	

徳島大	
セ試	 150	 50	 200	 300	 200	 ‐	 900	

個別	 ‐	 ‐	 200	 ‐	 200	 *	 400	

宮崎大	
セ試	 200	 100	 200	 200	 200	 ‐	 900	

個別	 ‐	 ‐	 300	 ‐	 300	 *	 600	

	 センター試験はいずれも５教科７科目、個別試験は数学・英語の２教科＋面接だからどこを受験してもいいよう

に思えるが、配点型は微妙に異なっており、国語や地歴・公民がそんなに得意でなく理科で高得点を期待できる受

験生は徳島大のほうが向いているといえるし、数学と英語で高得点が期待できる者はこの２教科で総点の３分の２

を占める宮崎大が向いている。また、面接に自信のある者は配点比率の高い秋田大が向いているといえるようだ。

このように、教科型が同じで配点型の異なるケースはほかにもいくつかみられるから、得意が生かせるかどうかも

チェックしよう。	

●国公立 27 大学が前期日程のみ募集 

	 国公立大は「分離分割方式」で入試が行われる。分離分割方式というのは、一般入試の募集人員を前期日程と後

期日程に分割して募集する方式。当初は国公立大のすべてが導入していたが、2006 年入試から後期日程の募集を取

りやめて前期日程に一本化する大学が現れ、2018 年入試では北海道大、弘前大、東北大、筑波大、群馬大、東京大、

新潟大、信州大、滋賀医科大、京都大、神戸大、島根大、岡山大、徳島大、高知大、九州大、長崎大、熊本大、大分

大、札幌医科大、横浜市立大、名古屋市立大、京都府立医科大、大阪市立大、和歌山県立医科大が前期日程のみ募

集、山梨大は後期日程のみ募集する。	

	 分離分割方式では、受験生は前期日程から１大学、後期日程から１大学を選んで受験できるが、組合せは同一大

学同一学部でも、同一大学の異なる学部でも、異なる大学間でも構わない。また、前期日程だけでも後期日程だけ

でも構わないし、もちろん私立大学との併願も自由にできる。ただ、前期日程と後期日程を併願した場合注意しな

ければならないのが、前期日程の合格者は併願した後期日程の合否結果をみてから入学校を決めることができない

という点だ。後期日程の合格発表前に前期日程の入学手続が締め切られるし、前期日程に合格して入学手続を完了

すると、たとえ後期日程を受験していても後期日程の合格者となる権利を自動的に失ってしまう。したがって、前

期日程・後期日程を併願する場合は、前期日程が第１志望校でないと意味がないことになる。	

	 募集人員配分は、大多数が前期日程にウエートをもたせており、例えば山形大は前期 75 名・後期 15 名、千葉大

は前期 92 名・後期 20 名、名古屋大は前期 90 名・後期５名、三重大は前期 75 名・後期 10 名、広島大は前期 75 名・

後期 20 名、鹿児島大は前期 69 名・後期 23 名など極端な前期日程偏重になっている。しかし、岐阜大は前期 32 名・

後期 35 名、奈良県立医科大は前期 22 名・後期 53 名と後期日程にウエートがあるし、愛媛大は前期 40 名・後期 25

名と後期にも多くの配分をしている。これらの大学は、後期日程が他大学を含めた前期日程受験者の併願相手にさ



れやすく、例年相当の高倍率となる。こうした募集枠は志願者動向に大きな影響を与え、ひいては入試競争率・入

学難易度にも影響してくる。募集枠の狭いところは、ちょっとした志願者の増加で倍率がハネ上がり、それが難化

に直結するし、併願者の多い後期日程は、併願者のなかに前期日程での合格者が多ければ欠席者が増加して実質倍

率はグーンと低くなる。	

	 私立大は総じて倍率が高く、20 倍を超えるようなきわめて狭き門が多いが、私立大の場合は、補欠合格者数を公

表していないなど、入試の実態を正確に反映していないケースもあるので注意したい。	

	 医学部の場合は難関ぞろいのため、少しでも入りやすいところをめざして右往左往する受験生が多く、前年の反

動が出がちだ。前年、志願者のふえたところは敬遠され、志願者の減ったところは入りやすくなったと感じて人気

がアップするというわけだが、このほか入試科目や選抜方法の変更によって受けやすくなったところは志願者がふ

え、受けにくくなったところは志願者が減少するから、こうした点にも留意しなければならない。また、後期日程

の募集を取りやめたり、募集人員配分を変更した大学も志願者動向に大きな影響を与えるから要注意だ。	

	 	



         推薦入試                
●2018 年度入試から大阪医科大でも新たに実施 

	 最近は医学部でも推薦入学を実施するケースが多い。2016 年度から東京大と京都大、2017 年度から大阪大が導入

し、かつては推薦入試など見向きもしなかったトップ国立大が相次いで参入した点が注目されている。また、2018

年度からは東京医科歯科大、聖マリアンナ医科大、大阪医科大が新たに公募制を導入。来春の 2018 年入試では国立

大が筑波大、東京医科歯科大、金沢大、名古屋大、神戸大、広島大、徳島大、長崎大など 36 大学、公立大が札幌医

科大、名古屋市立大、京都府立医科大、奈良県立医科大、和歌山県立医科大など７大学、私立大が東京医科大、東京

女子医科大、日本大、愛知医科大、大阪医科大、関西医科大、近畿大、兵庫医科大、産業医科大、福岡大など 21 大

学で実施する。	

	 国公立大から詳しくみていくと、募集人員は定員の 10％～30％程度が主流で、総じて門は狭い。応募条件は全般

に厳しく、成績基準は成績概評Ａ段階というケースが主流。Ａ段階のなかでも高校長が特に責任を持って推薦でき

る優秀な生徒につけることのできる○Ａを条件にしているケースも少なくない。また、普通科・理数科など普通科

に準ずる科に限定しているケースもあるし、科を限定しないまでも、高校における履修科目に制限を設けるケース

もある。成績以外の条件が提示されるケースも多く、例えば福井大では「平成 30 年３月卒業見込みの者、あるいは

平成 29 年３月以降に卒業した者で、センター試験において本学が指定した５教科７科目を受験し、かつ次の要件を

すべて満たす者。①高校における学習成績概評がＡに属する生徒のうち、人物、学力ともに優秀で、かつ、健康であ

ると学校長が責任を持って推薦できる者。②本学志願の動機が明確であり、将来医師及び医学研究者として、地域

医療や医学の発展に貢献する意欲が旺盛な者。③スポーツ・文化活動やボランティア活動等を通して、充実した高

校生活を送っている者。④高校において物理、化学、生物(理数科にあっては理数物理、理数化学、理数生物)のうち

２科目以上を履修した者。	

	 国公立大では現役限定が多いが、浪人(１浪ないし２浪)が出願できる大学もふえてきた。また、多くの大学では

１高校からの推薦人員を制限しており、同一高校から１名しか出願できないケースもある。このような場合は、い

くら応募基準を満たしていても、より適した有資格者がいれば、校内選考の段階でアウトになってしまう。	

	 選考方法は、高校長からの推薦書や調査書による書類審査が原則だが、面接を実施したり、小論文を課すケース

が多い。センター試験は一般入試と同じ５教科７科目を課すケースが圧倒的に多いが、免除するケースもある。徳

島大ではセンター試験の成績はおおむね 80％以上を必要とすると明記しているが、センター試験を課す大学をめざ

す場合はかなり高得点をマークしなければ合格はむずかしい。選考日のピークは免除するケースが 12 月上旬、課す

ケースが１月中旬。推薦入学に合格した者は大学入試センターへ通知され、合格の権利を保有したまま一般入試の

個別試験は受けられない。推薦入学が不合格の場合は個別試験を受験できるが、免除する推薦入学の受験者であっ

てもセンター試験を受験していなければ、個別試験は受けられない。	

	 選考方法について詳しくみると、例えば名古屋大は、センター試験(５教科７科目)の成績と調査書等の書類審査

によって面接者の決定を行い、和文と英文の課題を設定し、プレゼンテーションと口頭試問による面接のうえ合格

者を決定。香川大では書類審査・小論文・面接によって選考し、センター試験(３教科５科目)の成績を参考にして

合格者を決定。小論文はセンター試験ではみることのできない科学的思考力、創造性、適応性等をみるために行い、

英語による問題と日本語による理科系の論述式問題の２題を出題。面接は、人間性と創造性の豊かな医師及び医学

研究者となるにふさわしい適性をみるために行う。筑波大はセンター試験を免除しており、書類審査・小論文・面

接で選考。小論文では英語(読解力・作文力)、数学、理科(物理、化学、生物のうち２科目)の総合的学力を測定する

とともに、論理的思考力、表現力を評価。面接は個別面接で、医学を志向する動機、修学の継続力、適性、感性、社

会的適応力など総合的な人間性について評価している。小論文、面接をかなり綿密に行うため、書類審査で受験者

を絞り込むケースも多い。例えば山梨大は調査書とセンター試験の成績によって募集人員の約 1.5 倍、福井大はセ

ンター試験の成績によって約３倍の第１次合格者を決定している。	

●地域枠、緊急医師確保対策枠なども多くの大学で導入 

	 国公立大の推薦入学は公募制が原則で、応募条件を満たしていれば、全国どこの高校からでも出願できるが、10

年ほど前から出願者を地域内の高校に限定する地域枠が導入された。地域枠導入の背景には過疎地を中心とする地

方の医師不足があるが、法人化(国立大学法人・公立大学法人)によって地域重視の方針が実現しやすくなったのも

導入に拍車をかけたようだ。地域枠では、ほとんどの大学が所在する自治体内の高校出身者を対象にしており、卒

業後は指定する医療機関で地域医療に従事することを条件として修学資金貸与(一定期間勤務すると返還を免除)な

どの優遇措置を講じている。例えば、島根大では、「生まれ育った地域が島根県内の僻地等に該当し、将来その僻地



における医療に貢献する強い意思のある者(小中学校時代に当該僻地で生活した者も含む)で、僻地の医療機関及び

社会福祉施設で適性評価を受け、市町村長等による面接を受けた、全体の評定平均値が 4.1 以上の現役・１浪」が

出願要件となっているし、三重大は地域枠Ａが三重県内の高校あるいは扶養義務者が３年以上三重県内に居住して

いる成績概評Ａ段階の現役・１浪、地域枠Ｂが扶養義務者が３年以上三重県内の市・町に居住しており、対象とな

る市・町長と、三重大学医学部が指定する病院の病院長の面接によって地域医療を担う医師にふさわしい優れた能

力・倫理観・責任かを有する者であるかの評価を受け、対象とする市・町長の推薦を受けた成績概評Ａ段階の現役・

１浪が要件となっている。	

	 また、地域枠と目的は同じだが、応募者を大学所在地の都道府県に限定しない緊急医師確保対策枠、全国地域枠、

県民医療枠なども多くの大学で導入している。秋田大の全国地域枠は、秋田県外の高校で、卒業後に秋田県内の公

的医療機関に勤務することを確約できる成績概評Ａ段階の現役・１浪。山口大の緊急医師確保対策枠は、卒業後に

山口県内の医療機関等において、過疎地域を含めた医療の発展に貢献する強い意思のある成績概評Ａ段階の現役・

１浪で、出身等道府県は問わない。いずれも修学資金の貸与が受けられ、一定期間勤務すると返還が免除される。

このほか、都道府県が地元の大学だけでなく、近隣の大学にも入学枠を作ってもらうケースもあり、例えば東京医

科歯科大は茨城県枠と長野県枠を設定。広島大は岡山県枠、長崎大は佐賀県枠と宮崎県枠を設定している。	

●私立大では公募制のほか指定校制も実施 

	 私立大の推薦入学には、大別して公募制と指定校制がある。指定校制からみていくと、これは特定の高校に推薦

を依頼する制度で、ふつうは過去に多くの入学者を出している高校が選ばれる。獨協医科大、埼玉医科大、北里大、

聖マリアンナ医科大、愛知医科大などで導入しているが、推薦を依頼する高校は大学によって異なるし、年度によ

って異なる場合もあるので、進学指導の先生に早めに相談すること。このほか、東邦大、日本大などでは付属高校

からの推薦入学を実施している。	

	 これに対して公募制は、大学が提示する応募条件を満たせば全国どこの高校からでも応募できるし、１高校から

何人応募しても構わない。応募条件は大学・学部によってマチマチだが、一番問題となるのは成績基準だ。例えば、

埼玉医科大は普通科・理数科・外国語科で全体の評定平均値が 4.0 以上かつ数学・理科・外国語の評定平均値の平

均が 4.0 以上、東京医科大は全体の評定平均値が 4.0 以上、愛知医科大は普通科・理数科で全体の評定平均値が 3.7

以上かつ数学・理科・外国語の評定平均値の平均が 3.7 以上となっており、総じて成績上位でないと応募できない。

しかも、成績基準はあくまで目安であって、基準ギリギリの成績ではとても合格はおぼつかない。公募制の場合、

高校長から推薦されれば即合格と考えるのは早計で、倍率が高い大学では基準をかなり上回る成績が要求されると

考えておくのがいいだろう。	

	 推薦入学では、応募者を現役に限定するケースが多かったが、最近は浪人の出願を認める大学が多くなった。浪

人の出願を認めているのは岩手医科大、獨協医科大、埼玉医科大、愛知医科大、近畿大、川崎医科大、久留米大、福

岡大などで、ほとんどが１浪までだが、２浪の出願を認める大学もある。また、私立大でも地域枠を導入するケー

スが多く、岩手医科大、獨協医科大、帝京大、東京医科大、近畿大、兵庫医科大、川崎医科大、久留米大、福岡大な

どで導入している。近畿大を例にとると大阪府地域枠３名、奈良県地域枠２名、和歌山県地域枠 10 名、静岡県地域

枠５名を募集。合格者は当該府県から修学資金が貸与され、一定期間指定する医療機関等で地域医療に従事すれば

返還が免除される。	

	 選考方法は、高校長からの推薦書、調査書による書類審査が原則だが、書類審査だけで選考するケースはまずな

く、大半が面接を実施したり、小論文を課している。最近は適性検査や基礎学力検査などを課すところがふえ、そ

の結果が合否を大きく左右するようになってきた。福岡大を例にとると、テスト科目は数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数

Ｂ(列ベ)、コ英Ⅰ・コ英Ⅱ・コ英Ⅲ・英表Ⅰ・英表Ⅱの２教科で、時間は合わせて 60 分。数学 50 点、英語 50 点、

面接及び調査書 20 点(地域枠は 50 点)の計 120 点満点(地域枠は 150 点満点)で評価している。	

	 試験日程は一般入試に比べてはかなり早く、選考は 11 月とか 12 月に終えるケースが圧倒的に多い。	

	

	 	



         ＡＯ入試                
●2018 年度から藤田保健衛生大でも新たに実施 

 ＡＯ入試(アドミッションオフィス入試またはアドミッションズオフィス入試)は、医学部では国立の北海道大、

旭川医科大、弘前大、東北大、神戸大、広島大、高知大、大分大、私立の獨協医科大、金沢医科大、藤田保健衛生大

が実施している(このほか、岡山大はバカロレア入試、順天堂大は国際臨床医・研究医枠のＡ方式・Ｂ方式をＡＯ入

試として実施する)。	

	 出願要件、選考方法などは大学によってかなり異なるが、いくつか具体例をあげると、神戸大は全教科がバラン

スよく優れているうえに人間的にも優れており、医学の分野で指導的立場における活躍が期待され、医学科の教育

目標を高い水準で達成できる十分な学力を有する現役が出願要件で、センター試験(５教科７科目)の成績・書類審

査の合格者(募集人員の約２倍)に２次試験として面接・口述試験を課して合否を決定している。面接・口述試験は、

模擬授業を聞き、質問に答えることを通して、生命科学・医学への興味や適性、学習意欲、思考性、論理性、人間性

などについて多面的・総合的に評価し、アドミッション・ポリシーの視点から受験生の資質を見極めている。広島

大は科学研究に関する活動を積極的に行った者や国際科学オリンピック等で優秀な成績を修め、MD-PhD コースへ進

学する現役または１浪が出願要件で、書類審査(調査書、自己推薦書、志願者評価書)・小論文の合格者に面接を課

し、その合格者の中でセンター試験(５教科７科目)の成績が合格基準点(720 点)以上あった者を最終合格者とする。

小論文は題材に沿った論文作成とともに、生命科学ン知識と英語の能力を含めた総合的な能力を評価。面接はアド

ミッション・ポリシーに掲げる能力を有し、研究者志向を持った医療人としての適性を評価するとともに、MD-PhD

コースへの進学の意思を確認する。	

	 高知大は全体の評定平均値が 4.3 以上の現役または１浪で、①本学部への志望動機が明確であり、将来高知県内

の地域医療に従事する強い意欲を持っている者または将来医学研究で社会に貢献する意欲を持っている者、②医学

研究・医療従事者に不可欠な問題解決能力、態度、適性を具備している者が出願要件で、書類審査(自己推薦書・自

己の活動記録・調査書)・小論文・総合問題Ⅰ・Ⅱの合格者(募集人員の約２倍)に２次試験として態度・習慣領域評

価、面接を課す。小論文は理解力、表現力、論理的思考力等を評価。総合問題Ⅰ・Ⅱは高校における主要教科(理科

については物理・化学・生物から２科目選択)に関する基礎的知識(大学において医学教育を受けるのに必要な基礎

的知識)を有したうえで、与えられた題材に基づいて総合的に問題を解決する能力を評価。態度・習慣領域評価試験

は医師となるのに基本的に不可欠な、長時間をかけて培われてきた能力を評価する。	

	 藤田保健衛生大は普通科(理数科を含む)の現役・１浪・２浪で、卒業後に本学の教育・研究・臨床の分野で貢献す

る強い意志を有し、本学または関連病院で初期・後期臨床研修を行うことを確約できる者が対象で、オープンキャ

ンパスに参加して事前エントリーを行った者に、学習能力適性検査を課し、その合格者に課題と面接(個人面接・グ

ループ面接)を課して合格者を決定する。	

	 このように、模擬授業を受講したり、課題発表やプレゼンテーションなど、一般入試とはかなり異なった選抜方

法を導入する大学が多く、選考がかなり丁寧に行われるため、試験スケジュールはかなり長くなる。広島大医学部

は、10 月上旬に出願受付を行い、１次選考(書類審査)の合格者を 10 月下旬に発表。２次選考(小論文・面接)は 11

月中旬に２日間にわたって行われ、１月中旬に行われるセンター試験の結果を加えて２月上旬に最終的な合格者が

発表される。	

	 	



	

●ＡＯ入試実施校一覧(2018 年度) 
大学名 募集人員 おもな出願要件 選考方法 

【国立】 

北海道大 5 成績概評Ａ段階の現役 
１次＝書類審査、２次＝課題論文・個人面接・

セ試(５教科７科目)の成績	

旭川医科大 

地域枠 42 
北海道内の高校で全体の評定平均値

4.0 以上の現役・１浪	

書類審査・課題論文・集団面接・個人面接・セ

試(５教科 7 科目)の成績	

国際医療

人５ 

国際医療等に貢献する強い意欲を

持つ者 

１次＝書類審査、２次＝課題論文・面接・セ試

(５教科７科目)の成績 

弘前大 
47(うち県

内 30) 

北海道・東北の高校で全体の評定

平均値が 4.3 以上の現役・１浪 

１次＝書類審査・模擬講義に関する筆記試験・

個人面接、２次＝ケーススタディ・ワークショ

ップ・セ試(５教科７科目)の成績	

東北大 

Ⅱ期 15	 成績概評Ａ段階の現役	 １次＝書類審査・筆記試験、２次＝面接	

Ⅲ期 10 現役・１浪 
書類審査・セ試(５教科７科目)の成績・筆記試

験・面接	

神戸大	 10	
医学科の教育目標を高い水準で達成

できる現役	

書類審査・セ試(５教科７科目)の成績・面接・

口述試験	

広島大 5 

大学院への進学を確約でき、国際科

学オリンピックに関する要件を満た

した現役・１浪	

１次＝書類審査、２次＝小論文・面接・セ試(５

教科７科目)の成績 

高知大	 30 以内	
全体の評定平均値が 4.3 以上の現

役・１浪	

１次＝書類審査・小論文・総合問題、２次＝態

度・習慣領域評価、面接	

大分大 
35(うち地

域枠 13)	

成績概評Ａ段階の現役・１浪・２浪

(地域枠は県内出身で、地域医療に貢

献する意志強固な者)	

１次＝書類審査・セ試(５教科７科目)の成績、

２次＝個人面接・集団面接	

【私立】 

獨協医科大 

10 以内	
満 26 歳以下の大卒者または大学に在

籍し２年次までの課程を修了した者	 １次＝書類審査・適性試験・小論文、２次

＝ワークショップ・個人面接	栃木県地

域枠３ 

上記の資格を有し、県内で医療に従

事する者 

金沢医科大	 約 27	
満 25 歳以下で、卒業後は地域医療・

本学の発展等に貢献する意欲ある者	

書類審査・基礎学力テスト(数学・理科・英語・

文章理解能力・一般常識)・面接(個人面接)	

藤田保健衛生大	 約 10	 現役・１浪・２浪	
１次＝学習能力適性検査(数学・英語・論述)、

２次＝課題・面接	

	

	

	 	



     国際バカロレア入試・ほか                 
●国際バカロレア入試は６大学、帰国子女入試は 12 大学で実施 

	 国際バカロレア入試は、スイス民法典に基づく国際バカロレア事務局から国際バカロレア資格証書を授与された

者が対象で、東北大、東京医科歯科大、広島大、鹿児島大、順天堂大、愛知医科大で実施している。東京医科歯科

大を例にとると書類審査・小論文・面接によって選考。小論文は、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と、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え・解決策を論理的に述べる力を問う問題の２題を出題。面接は、提出書類に含まれる

課題論文などにより、国際バカロレアのプログラムによる学習成果についてのプレゼンテーションを行った後、提

出書類とプレゼンテーションの内容により個人面接を行う。	

	 帰国子女入試(外国学校卒業生特別選抜)は、日本国籍をもっている者、または日本国の永住許可を得ている者で、

海外に在住し、外国において学校教育における 12年の課程を修了した者(見込みを含む)、国際バカロレア資格を有
する者などを対象にした入試で、北海道大、群馬大、東京大、東京医科歯科大、富山大、金沢大、浜松医科大、九州

大、佐賀大、埼玉医科大、国際医療福祉大、慶應義塾大、順天堂大で実施している。東京大を例にとると、書類審査

の合格者に小論文・学力試験・面接を課している。学力試験は数学と理科で、出題科目は一般入試と同じ。 
	 国際総合入試は北海道大で実施。国際バカロレア資格を有する者などが対象で、書類審査の合格者に面接を課し

ている。 
	 海外教育プログラム特別入試は筑波大で実施。帰国生徒などを対象とした入試で、書類審査の合格者に面接・口

述試験を課している。面接・口述試験は提出された書類に基づいて個別に 30 分程度行い、知識や思考力、判断力、

英語力を含めた表現力、国際的な視野、主体的に学ぶ意欲等を重視して選抜する。	

	

	

	

         学士編入学                
●大学を卒業した者などが対象で、２年次編入学が主流 

 アメリカのメディカル・スクールを模索してスタートした学士編入学。現在実施しているのは、３年次編入学(４
月編入)が千葉大、名古屋大、島根大の３大学、２年次編入学(４月または 10月編入)が北海道大、旭川医科大、弘前
大、秋田大、筑波大、群馬大、東京医科歯科大、新潟大、富山大、金沢大、福井大、浜松医科大、滋賀医科大、大阪

大、神戸大、鳥取大、岡山大、山口大、香川大、愛媛大、高知大、長崎大、大分大、鹿児島大、琉球大の 25 大学。
公立大では奈良県立医科大が２年次、私立大では北里大、東海大、金沢医科大が１年次後期、岩手医科大が３年次に

編入させている。	

	 出願資格は、原則として修業年限４年以上の大学を卒業した者または卒業見込みの者。文系学部、理系学部を問

わず出願できるが、大学によっては生命科学関係の研究経験が２年以上ある大学院修士課程修了者等を望んでいる。

福井大を例にとると、「出願できるのは、修業年限４年以上の大学を卒業した者または卒業見込みの者、あるいは学

校教育法の規定により学士の学位を授与された者で、出身学部・学科の制限はしないが、自然科学系の学部卒業者

と同等の学力を有する者が望ましい。ただし、医学部医学科を卒業した者または卒業見込みの者は除く」となって

いる。	

	 編入学でも、将来地域医療に貢献したいという強い意思を持つ者を対象とし、地域医療を担う医師を養成する目

的で地域枠を設ける大学がふえ、現在、旭川医科大、弘前大、群馬大、滋賀医科大、鳥取大、島根大、岡山大、山口

大、高知大、大分大、鹿児島大で導入している。出願資格をみると、旭川医科大は北海道に所在する高校または大学

の卒業者で、卒業後は本学が指定する道内の研修指定病院で卒後臨床研修を受け、北海道の地域医療に貢献する強

い意欲がある者。弘前大は青森県内の高校または大学の卒業者で、卒業後は本学附属病院の臨床研修プログラムに

従って臨床研修を行い、その後青森県内で医療に従事することを確約できる者となっている。また、山口大は山口

県内の小学校・中学校・高校を卒業した者で、卒業後は県内の医療機関において過疎地域を含めた医療の発展に貢

献する強い意思のある者。鹿児島大は鹿児島県における地域医療に従事しようとする強い意思と情熱を持つ者で、

卒業後は僻地を含む地域医療に従事することが可能な者となっている。いずれも修学資金貸与制度があり、卒業後



一定期間、地域医療に従事すれば返済を免除される。	

	 選考方法は、大学によってマチマチだが、１次試験、２次試験、３次試験と順次絞っていく形式が多い。いくつか

具体例をあげると、北海道大は書類審査・生命科学総合問題の合格者(30 名)に２次試験として課題論文・面接を課

している。筑波大は、書類審査の合格者に２次試験として学力試験・口述試験を課している。学力試験は、大学１～

２年で学習する程度の英語・数学の領域からの問題と、物理・化学・生物の領域から２領域選択の２種類(各 120 分)。

口述試験は複数名の教官が面接し、質疑・応答を通して、適性、学習意欲、就学の継続性、自主学習能力、豊かな人

間性などの視点で評価する。東京医科歯科大は学力検査の合格者に２次試験として書類審査・面接を課す。学力検

査は大学一般教養程度の数学(微分積分学、線形代数学)、物理(力学、電磁気学、振動・波動)、化学(物理化学、有

機化学)、生物(細胞生物学、分子生物学)、自然科学総合問題(英語による出題)。金沢大は書類審査の合格者(募集

人員の約 10 倍)に２次試験として生命科学問題。TOEFL-iBT スコアを課し、その合格者(募集人員の約３倍)に３次試

験として面接試験(個別面接)を課す。	

	 滋賀医科大は書類審査・総合問題・外国語(英語)の合格者(募集人員の約３倍)に２次試験として小論文(Ⅰ・Ⅱ)・

個人面接を課す。総合問題は医学修得に必要な知識を評価するため、大学教養教育修了程度の生物学、物理学・化

学及び統計学を出題。小論文Ⅰは論理的思考力や問題解決能力を評価するために、自然科学の資料を提示し、それ

に関するテーマについて論述。小論文Ⅱは医学医療の社会的役割について論述させる。面接は医師として必要とす

る基本的なコミュニケーション能力、協調性、リーダーシップ、批判能力、自己表現力を評価する。大阪大は学力検

査(英語・生命科学・物理学・化学)の合格者２次試験として小論文・面接を課す。面接は人間性と創造性の豊かな医

師及び医学研究者となるにふさわしい適性をみるために行い、一般的態度、思考の柔軟性、発言内容の論理性等を

評価する。面接の結果により医師及び医学研究者になる適性に欠けると判断されれば筆記試験の成績に関わらず不

合格とする。高知大は、総合問題Ａ・総合問題Ｂ(いずれも大学教養レベルの英語の語学力及び生物学、物理学、化

学に関する基礎的知識を有していることを要求する)の合格者(募集人員の約４倍)に、２次試験としてグループワー

ク、面接を課す。大分大は書類審査の合格者(募集人員の約 10 倍)に２次試験として生命科学に関する総合問題(大

学教養教育修了程度)及び英語を課し、その合格者(募集人員の約３倍)に３次試験として個人面接及び集団面接を課

す。	

	 私立大では東海大が注目される存在で、入学定員 118名のうち 20名を編入学枠に当てている。入学年次は１年次
後期編入で、出願資格は、４年生大学を卒業した者または２年以上在学し 62単位以上を修得した者(見込みを含む)、
短期大学を卒業した者(見込みを含む)、高等専門学校を卒業した者(見込みを含む)、専修学校の専門課程(専門学校)
を修了した者(見込みを含む)。書類審査、学科試験(英語)、適性試験の合格者に２次試験として個人面接を課してい
る。 
	 学士編入学の結果は別表のとおりだが、いずこもかなりの狭き門。生半可な挑戦では歯が立たない。群馬大のデ

ータ(2017年度)でみると、15名の募集枠に対して 225名が出願した。内訳は男子 146名、女子 79名で、平均年齢
は 31.07歳(最年少は 20歳、最高齢は 61歳)だった。この出願者が１次試験で 60名に絞られ、２次試験で 15名が
合格した。内訳は男子 10名、女子５名で、平均年齢は 27.80歳(最年少は 21歳、最高齢は 38歳)だった。出身大学
は東京大、大阪大、慶應義塾大、東京理科大が各２名、群馬大、東邦大、芝浦工業大、日本大、早稲田大、北里大、

摂南大が各１名。出身学部は理工学系７名、薬学系３名、獣医学系２名、その他３名。学位は学士８名、修士５名、

博士１名、在学中１名だった。 
	

	 	



●学士編入学実施校一覧 
大学名 募集人員 選考方法等 

●２年次編入学 	 	

【国立】 	 	 	 	

北海道大	 5	 １次＝書類審査・生命科学総合問題、２次＝課題論文・面接	

旭川医科大	 10	 １次＝書類審査・学力試験、２次＝面接(集団・個人)	

弘前大	 20	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝ワークショップ・面接	

秋田大	 5	 １次＝書類審査、２次＝小論文・生命科学・面接	

筑波大	 5	 書類審査・学力検査・口述試験	

群馬大	 15	 １次＝書類審査・小論文、２次＝面接	

東京医科歯科大	 5	 １次＝学力検査、２次＝書類審査・面接	

新潟大	 5	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝面接	

富山大	 5	 １次＝書類審査・筆記試験、２次＝口頭発表・面接	

金沢大	 5	 １次＝書類審査、２次＝学力検査、３次＝面接	

福井大	 5	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝面接	

浜松医科大	 5	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝小論文・面接	

滋賀医科大	 17	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝小論文・面接	

大阪大	 10	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝小論文・面接	

神戸大	 5	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝口述試験	

鳥取大	 5	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝学力試験・面接	

岡山大	 5	 １次＝書類審査、２次＝学力検査・面接	

山口大	 10	 １次＝書類審査・学力試験・小論文、２次＝面接	

香川大	 5	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝面接	

愛媛大	 5	 １次＝書類審査・学力検査・小論文、２次＝面接	

高知大	 5	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝グループワーク・面接	

長崎大	 5	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝小論文・面接	

大分大	 10	 １次＝書類審査、２次＝学力検査、３次＝面接	

鹿児島大	 10	 １次＝書類審査・学力試験、２次＝面接	

琉球大	 5	 １次＝書類審査・学力検査・小論文、２次＝面接	

【公立】 	 	 	 	

奈良県立医科大	 2	 １次＝書類審査・学科試験、２次＝面接試験(口頭試問)	

●１年次後期編入学 	 	

【私立】 	 	 	 	

北里大	 若干	 １次＝書類審査・学科試験、２次＝論文・面接	

東海大	 30	 １次＝書類審査・学科試験・適性試験、２次＝面接	

金沢医科大	 約５	 書類審査・学科試験・小論文・グループ面接	

●３年次編入学 	 	

【国立】 	 	 	 	

千葉大	 5	 １次＝書類審査・学力検査・小論文、２次＝面接	

名古屋大	 5	 １次＝書類審査・筆記試験、２次＝小論文・面接	

島根大	 10	 １次＝書類審査・学力検査、２次＝面接	

【私立】 	 	 	 	

岩手医科大	 5	 １次＝書類審査・学力試験・小論文、２次＝面接	

	


