
2022/11/10現在

大学名 区分 項目 2023年度 2022年度 変更点

学校推薦型
〔公募制〕

募集人員 12名程度 15名 募集人員の変更

総合型
〔地域医療医師
　育成特別枠〕

募集人員 8名程度 5名以内 募集人員の変更

総合型 選抜方式 － 実施 総合型選抜の廃止

共通テスト 入試日程 大学入学共通テスト利用選抜
大学入学共通テスト利用選抜〔前期日程〕，大学入学共通
テスト利用選抜〔後期日程〕

日程の一本化

一般 募集人員 89名 88名 募集人員の変更

選抜方法 共通テストの成績を利用しない 共通テストの成績を利用する
選抜方法の変更（共通テストの成績を利用せず，一般選抜A方式と同様の3
教科4科目で選抜する）

検定料 40,000円 60,000円 検定料の変更

募集人員 新潟県地域枠1名，埼玉県地域枠10名 新潟県地域枠2名，埼玉県地域枠7名 募集人員の変更

国際バカロレア／ケ
ンブリッジ・イン

ターナショナル選抜
選抜方式

国際バカロレア／ケンブリッジ・インターナショナル選抜
※出願資格なども変更されている。詳しくは募集要項を参照。

国際バカロレア選抜 募集方式の変更

出願要件 医学部一般選抜〔Ⅰ期〕利用の薬学部併願入試を実施
医学部一般選抜〔Ⅰ期〕利用の歯学部・薬学部併願入試を
実施

併願条件の変更（医学部一般選抜〔Ⅰ期〕の成績を利用した歯学部の併願
が不可に）

1次試験会場
東京（五反田TOCビル，TOC有明），大阪（AP大阪淀屋
橋），福岡（エルガーラホール）

東京（五反田TOCビル，TOC五反田メッセ），大阪（AP大阪
淀屋橋），福岡（エルガーラホール）

試験会場の変更

2次科目 面接 小論文，面接 試験科目の変更（小論文の廃止）

2次配点
400点（英語50点，数学50点，理科100点〔50点×2〕，面接
200点）

500点（英語100点，数学100点，理科200点〔100点×2〕，
小論文30点，面接70点）

配点の変更（面接の配点比率が14%→50%に）

一般
卒業生推薦入試

募集人員
一般〔Ⅰ期〕83名，一般〔Ⅱ期〕18名，学校推薦型2名，卒
業生推薦7名

一般〔Ⅰ期〕82名，一般〔Ⅱ期〕20名，学校推薦型2名，卒
業生推薦5名

募集人員の変更

学校推薦型
卒業生推薦入試

出願要件 併願不可 併願可 併願条件の変更（両区分の併願不可に）

帝京大学
一般

共通テスト
学校推薦型

募集人員
一般93名〔特別地域枠6名含む〕，共通テスト利用8名，学
校推薦型15名

一般96名〔特別地域枠6名を含む〕，共通テスト利用10名，
学校推薦型10名

募集人員の変更

学校推薦型
〔茨城県地域枠〕

出願要件
茨城県内の高等学校等の出身者，または出願時に保護者が
茨城県内に3年以上居住している者

茨城県内の高等学校等の出身者，または出願時に保護者が
茨城県内に2年以上居住している者

出願資格の変更（保護者の必要居住年数が2年→3年に）

学校推薦型
〔埼玉県地域枠〕

選抜方式 新規実施 ※詳細は募集要項を参照 － 学校推薦型〔埼玉県地域枠〕の新規実施

学校推薦型
〔山梨県地域枠〕

選抜方式 － 実施 学校推薦型〔山梨県地域枠〕の廃止

東京慈恵会医科大学 一般 1次試験会場 東京（五反田TOCビル本館，東京プリンスホテル） 東京（五反田TOCビル本館，TOC五反田メッセ） 試験会場の変更

一般 1次日程 2023/2/7 2022/1/26 1次日程の変更（約2週間後ろ倒しに）

学校推薦型·一般
〔千葉県地域枠〕
〔新潟県地域枠〕

募集人員
【推薦入試】千葉県地域枠 約3名，新潟県地域枠 約5名
【一般入試】千葉県地域枠 約2名，新潟県地域枠 約2名

【推薦入試】新潟県地域枠 約3名
【一般入試】千葉県地域枠 5名，新潟県地域枠 約2名

推薦入試〔千葉県地域枠〕の新規実施および各地域枠の募集人員の変更

日本大学 N方式第2期 1次試験会場 東京，湘南，郡山 東京，湘南 試験会場の追加

日本医科大学 一般
〔新潟県地域枠〕

選抜方式 新規実施 ※詳細は募集要項を参照 － 一般〔新潟県地域枠〕の新規実施

一般
編入学

1次試験会場 本学（相模原キャンパス），東京会場 本学（相模原キャンパス） 試験会場の追加

編入学 出願書類
入学志願票，医学部入学志願者面接票，出願資格を証明す
る書類等

入学志願票，推薦書，医学部入学志願者面接票，出願資格
を証明する書類等

推薦書の廃止

選抜方式 － 指定校制 学校推薦型〔指定校制〕の廃止

募集人員 一般公募制 約25名 一般公募制 約10名 募集人員の変更

募集人員 一般〔前期〕約75名 一般〔前期〕約70名 募集人員の変更

2次配点 小論文50点，面接50点 小論文50点，面接150点 配点の変更（面接の配点比率が25%→10%に）

東海大学 一般 1次科目 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列・ベクトル） 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学Ａ・数学Ｂ（数列・ベクトル） 出題範囲の変更（数学Ⅲの削除）

選抜方法
第1次選抜：各科目の素点を合否判定に用いる
※2日間受験した場合は「試験日ごとの学科試験4科目の合
計点が最も高い日」の点数を採用

第1次選抜：各科目の得点を標準偏差を用いて標準化し，そ
の相対得点を合否判定に用いる。

合否判定に用いる得点の計算方法の変更

1次試験会場
東京（TOCビル本館），名古屋（TKPガーデンシティPREMIUM
名古屋新幹線口）

東京（東京流通センター），名古屋（TKPガーデンシティ
PREMIUM名古屋ルーセントタワー）

試験会場の変更

一般〔前期〕
総合型〔AO入試〕

募集人員 一般〔前期〕72名，総合型〔AO入試〕14名 一般〔前期〕65名，総合型〔AO入試〕21名 募集人員の変更

学校推薦型
〔指定校・指定地

域〕
出願書類 自己推薦書（1,000字以内） 自己推薦書（2,000字以内） 出願書類の変更（字数変更）

総合型
〔AO入試・卒業生子

女入試〕
出願書類 推薦書（1,000字程度），自己推薦書（1,000字以内） 推薦書（1,200字程度），自己推薦書（2,000字以内） 出願書類の変更（字数変更）

総合型
〔ふじた未来入試〕

選抜方式

【高3枠】と【専願枠】合わせて12名

※【専願枠】は1浪まで受験可。国公立大学合格に伴う入学
辞退不可。

【高3枠】と【高卒枠】合わせて12名 募集枠の変更（【高卒枠】を廃止して【専願枠】を新設）

一般〔前期〕 募集人員 一般枠78名，地域枠5名 一般枠73名，地域枠5名 募集人員の変更

一般〔後期〕 募集人員 一般枠5名，地域枠5名 一般枠10名，地域枠5名 募集人員の変更

共通テスト
〔後期〕

2次科目
総合問題，面接，口頭試問
※口頭試問は総合問題の内容について問う。一部は英語で
行い，英語の「聞く力」「話す力」も評価する。

総合問題，面接 試験科目の変更（口頭試問の追加）

金沢医科大学

一般〔前期〕

藤田医科大学

2023年度 私立医学部 入試変更点

岩手医科大学

杏林大学

昭和大学 一般〔Ⅱ期〕

東京医科大学

地域枠

順天堂大学

一般〔Ⅰ期〕

東邦大学

一般

聖マリアンナ医科大学

北里大学

学校推薦型



大学名 区分 項目 2023年度 2022年度 変更点

一般〔前期〕 1次試験会場
大阪（関西大学 千里山キャンパス），名古屋（TKP名古屋
駅前カンファレンスセンター），東京（大手町サンケイプ
ラザ）

大阪（関西大学 千里山キャンパス），名古屋（AP名古
屋），東京（大手町サンケイプラザ）

試験会場の変更（名古屋会場の変更）

一般〔後期〕 1次試験会場
大阪（関西大学 千里山キャンパス），東京（大手町サンケ
イプラザ）

大阪（本学 阿武山キャンパス），名古屋（AP名古屋），東
京（大手町サンケイプラザ）

試験会場の変更（大阪会場の変更，名古屋会場の廃止）

全ての区分 学費
一般·共通テスト利用·「至誠仁術」入試(併願)：2,841万円
大阪府地域枠(専願)：921万円
「至誠仁術」入試(専願)：2,034.5万円

一般·共通テスト利用·「至誠仁術」入試(併願)：3,141万円
大阪府地域枠(専願)：1,221万円
「至誠仁術」入試(専願)：2,184.5万円

学費の減額

一般 1次科目 英語・数学・理科2科目
英語，数学，理科2科目，小論文（評価は第2次試験合否判
定時に使用）

試験科目の変更（小論文の廃止）

一般〔前期〕

共通テスト·一般併用

全ての区分 学費 2,100万円 2,770万円 学費の減額

近畿大学 学校推薦型
〔推薦入試〕

1次科目 数学（全学部共通問題） 数学（医学部独自問題） 試験問題の内容変更（独自問題→共通問題に）

総合型 選抜方式 新規実施　※詳細は募集要項を参照 － 総合型〔専願〕の新規実施

一般
学校推薦型

募集人員
一般〔A方式〕：一般枠 約73名，兵庫県推薦枠5名
学校推薦型：一般公募制 約13名

一般〔A方式〕78名
学校推薦型：一般公募制12名

募集人員の変更
※11/7に一般枠(約71名→約73名)と兵庫県推薦枠(3名→5名)の増員を公表。

◆霧島市地域枠〔専願〕
【募集人員】約1名
【現浪】22歳以下(4浪まで)
【出願資格】
・鹿児島県霧島市在住者か市内の高校の卒業生・卒業予定
者で，将来地元に帰ることを確約できる者
・鹿児島県内の地域医療に関わる者(保護者を除く)が推薦
する者
【選抜方法】
○第1次試験：総合適性試験，小論文
○第2次試験：面接

※詳細は募集要項を参照

－ 総合型（霧島市地域枠）の新規実施

◆特定診療科専攻枠〔専願〕
【募集人員】約4名
【現浪】22歳以下(4浪まで)
【出願資格】
・建学の理念，本学附属病院及び総合医療センターの病院
理念に賛同する医療に関わるもの(保護者を除く)が推薦す
る者
・特定診療科(救急科，総合診療科，麻酔・集中治療科)の
いずれかの医師として医療に貢献することを確約できる者
・出身地域の制約なし(全国から受験可)
【選抜方法】
霧島市地域枠と共通

※詳細は募集要項を参照

－ 総合型（特定診療科専攻枠）の新規実施

2次日程 1/30·1/31のいずれか1日を大学が指定 1/31·2/1·2/2のいずれか1日を大学が指定 2次日程の変更（3日程→2日程へ）

募集人員 約45名 約50名 募集人員の変更

久留米大学 学校推薦型 募集区分 久留米大学特別枠推薦型選抜 地域枠推薦型選抜 募集区分の名称変更

学校推薦型 募集人員
25名（Aブロック15名以内，Bブロック15名以内，Cブロック
15名以内）

25名（Aブロック10名以内，Bブロック10名以内，Cブロック
10名以内）

ブロック別人員の変更
※全体の募集人員は変更なし

一般 出願期間
共通テスト実施前に締切（2023/1/13(金)まで）
※共通テスト日程（2023/1/14・15）

共通テスト実施後に締切（2022/1/22(土)まで）
※共通テスト日程（2022/1/16・17）

出願期間の変更

1次試験会場
東京（ベルサール新宿グランドコンファレンスセン
ター），名古屋（TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線
口），大阪（インテックス大阪），福岡（南近代ビル）

東京（TOC五反田メッセ），名古屋（TKPガーデンシティ
PREMIUM名古屋ルーセントタワー），大阪（インテックス大
阪6号館），福岡（南近代ビル）

試験会場の変更（東京会場および名古屋会場の変更）

一般

川崎医科大学

産業医科大学

※出願予定の大学は，必ず募集要項で確認してください。

大阪医科薬科大学

関西医科大学

兵庫医科大学

総合型 選抜方式


