【2018 年度私大医学部医学科一般入試における主な変更点】
大学名

岩手医大

2017 年度入試からの変更点
▶ 公募推薦入試募集人員減に伴う一般入試募集人員増
88 名⇒90 名
▶ 一般入試およびセ利用入試における募集人員内訳の変更
「一般 53 名，セ利用 20 名」⇒「一般 58 名，セ利用 15 名」

獨協医大

▶ 一般入試 1 次における科目配点の変更
「英語 200 点，数学 200 点，理科 2 科目 200 点」
⇒「英語 200 点，数学 200 点，理科 2 科目 400 点」
▶ 一般入試 1 次における試験会場の変更
「本学」⇒「本学，東京会場（五反田ＴＯＣビル）
」

埼玉医大

▶ 特別枠推薦入試導入、セ利用入試の二分割化、およびそれらに伴う一般入試募集人員減
「一般前期 63 名，後期 45 名」⇒「一般前期 61 名，後期 43 名」
「セ利用 10 名」⇒「セ利用前期 10 名，後期 2 名」
セ利用前期試験科目→変更なし
セ利用後期試験科目→1 次：英語，数ⅠＡ，数ⅡＢ，物・化・生→②，国（古漢除く），世Ａ・
世Ｂ・日Ａ・日Ｂ・地Ａ・地Ｂ・現社・倫・政・倫政→①
2 次：小論文，面接

国際医療福祉大

▶ 一般入試およびセ利用入試における募集人員内訳の変更
「一般 100 名，セ利用 20 名」⇒「一般 105 名，セ利用 15 名」

順天堂大

▶ 地域枠入試募集人員増に伴うセ利用入試、セ利用・一般独自併用入試の募集人員減
「セ利用 15 名，セ利用・一般併用 28 名」⇒「セ利用 12 名，セ利用・一般併用 24 名」

日本大

▶ 一般入試Ａ方式とＮ方式における募集人員内訳の変更
「Ａ方式 99 名，Ｎ方式 3 名」⇒「Ａ方式 92 名，Ｎ方式 10 名」

日本医大

▶ 学費の減額
初 年 度 合 計８545 万円⇒450 万円（95 万円減）
6 年 間 合 計８2,770 万円⇒2,200 万円（570 万円減）

北里大

▶ 一般入試 2 次で課していた適性検査を廃止
2 次試験科目：「適性検査，論文，面接・健康診断」⇒「論文，面接・健康診断」
※健康診断は必要と認められた者のみ実施する。

聖マリアンナ医大

▶ 公募推薦入試導入に伴う一般入試募集人員減
95 名⇒85 名

東海大

▶ 神奈川県地域枠 5 名を入学後の募集に切り替えたことによる一般入試募集人員増
60 名⇒65 名
（次ページに続く）

大学名

2017 年度入試からの変更点

金沢医大

▶ 公募推薦入試廃止、指定校推薦入試募集人員減に伴う一般入試の二分割化・募集人員増
「一般 65 名」⇒「一般前期 65 名，後期 10 名」
一般前期試験科目→変更なし
一般後期試験科目→1 次：英語，数学（ⅠＡⅡＢ）／2 次：小論文，面接

愛知医大

▶ 一般入試 1 次における試験時間の変更
「英語 80 分，数学 80 分，理科 2 科目 120 分」
⇒「英語 80 分，数学 80 分，理科 2 科目 100 分」
▶ セ利用入試募集人員減に伴う一般入試の二分割化・募集人員増
「一般 90 名」⇒「一般前期 90 名，後期 5 名」
（後期試験科目は前期と同じ）
セ利用後期募集人員：10 名⇒5 名
▶ 一般入試 2 次における面接への配点を設定
前・後期とも、面接と調査書を合せて 100 点の配点を設けることになった。

藤田保健衛生大

▶ セ利用入試前期 1 次における科目・配点の変更
「英 200 点，数ⅠＡ100 点，数ⅡＢ100 点，物・化・生→②各 100 点，国（古漢除く）100 点」
⇒「英 250 点，数ⅠＡ125 点，数ⅡＢ125 点，物・化・生→②各 125 点，国（古漢含む）100
点，世Ａ・世Ｂ・日Ａ・日Ｂ・地Ａ・地Ｂ・現社・倫・政・倫政→①各 50 点」
▶ セ利用入試後期 1 次における配点の変更
「英 200 点，数ⅠＡ100 点，数ⅡＢ100 点，物・化・生→②各 100 点，国（古漢含む）200 点，
世Ａ・世Ｂ・日Ａ・日Ｂ・地Ａ・地Ｂ・現社・倫・政・倫政→①各 100 点」
⇒「英 250 点，数ⅠＡ125 点，数ⅡＢ125 点，物・化・生→②各 125 点，国（古漢含む）100
点，世Ａ・世Ｂ・日Ａ・日Ｂ・地Ａ・地Ｂ・現社・倫・政・倫政→①各 50 点」

大阪医大

▶ 「建学の精神」入試導入に伴うセ利用後期の廃止
「セ利用前期 5 名，後期 3 名」⇒「セ利用 5 名」

兵庫医大

▶ 公募推薦入試募集人員増に伴うセ利用前期募集人員減、および一般入試募集人員増
一般入試募集人員：79 名⇒82 名
「セ利用前期 15 名，後期 3 名」⇒「セ利用前期 10 名，後期 3 名」

＜注釈＞
◈表中の省略表記は以下の意味を表す。
「セ利用」⇒「センター試験利用入試」
[例]「物・化・生→②」⇒「物理・化学・生物の中から 2 科目選択」
◈大学によって、募集人員の表記に「約～名」
、
「～名程度」といった表現を用いているケースがあるが、それらの「約」
・
「程度」といった言葉は省略した。
◈試験会場、入試日程、および特待制度についての変更は省いた。
（ただし、獨協医大の一般入試 1 次試験会場の変
更のみ記した）
◈自治医大と産業医大については調査対象から外した。

