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2023年度 私⽴医学部 ⼊試概要 ＜推薦型選抜＞
※ 掲載したすべての項⽬は変更されることがあります。必ず募集要項等で確認してください。

専併 現浪 評定 出⾝ その他要件 開始 終了 段階 試験内容 試験⽇

公募制 15 専願 1浪 4.0 - 11⽉1⽇ 11⽉10⽇ 総合判定 個別試験（英、数、理2）、⾯（個⼈⾯接、課題型⾯接）

地域枠A
（岩⼿県出⾝者枠）

15 4.3 あり

・「岩⼿県医師修学資⾦」の貸与候補⽣
・県内⾼校出⾝者または本⼈か保護者が3年以上県内在住
・医師免許取得後は岩⼿県の「キャリア形成プログラム」に従って県内で臨床研修を2年間実施、県内の公的病
院等に9年間勤務

地域枠B
（東北出⾝者枠）

8
（岩⼿県出
⾝者︓4）

4.0 あり

・岩⼿県医療局の「医療局医師奨学資⾦」の貸与候補⽣
・県内⾼校出⾝者または本⼈か保護者が3年以上県内在住、または東北6県内の⾼校出⾝者
・医師免許取得後は岩⼿県の「キャリア形成プログラム」に従って県内で臨床研修を2年間実施、奨学資⾦の貸
付期間と同期間を県⽴病院等で勤務

秋⽥地域枠
（秋⽥県出⾝者枠）

2 専願 1浪 4.0 あり
・秋⽥県内⾼校出⾝者
・「秋⽥県修学資⾦」を受給し、医師免許取得後は秋⽥県の「キャリア形成プログラム」に従って義務履⾏、秋
⽥県の地域医療のために9年間勤務

11⽉1⽇ 11⽉10⽇ 総合判定
個別試験（英、数、理2）、⾯（個⼈⾯接、課題型⾯接）
※【秋⽥県地域枠】は秋⽥県による⾯接も実施

1次 書類、論、基礎適性（英、数） 11⽉12⽇ 11⽉16⽇

2次 ⾯、第1次選考の成績 11⽉23⽇ 12⽉1⽇

⼀般公募枠 14 外、数、理の評定平均値がそれぞれ4.0以上

埼⽟県地域枠 19
・外、数、理の評定平均値がそれぞれ4.0以上（指定校出⾝者は全体、及び外・数・理が3.8以上）
・「埼⽟県地域枠医学⽣奨学⾦」を受給し、卒業後は指定の医療機関⼜は特定診療科に勤務

特別枠 2 - 英語資格検定試験、科学オリンピック等で好成績を納めた者

帝京 学校推薦型 公募制 15 専願 現役 4.0 - 11⽉1⽇ 11⽉11⽇ 総合 基礎能⼒適性検査（英、数、理1）、論、⾯、書類 11⽉19⽇ 12⽉1⽇

⼀般公募 20 以内 現役 -

茨城県地域枠 8 以内 あり

・茨城県内⾼校出⾝者または保護者が1年以上茨城県内に居住
・卒業後は県指定の医療機関において⼀定期間従事
・茨城県の修学資⾦に応募
・茨城県の「キャリア形成プログラム」に基づき診療に従事する

新潟県地域枠 2 以内
・卒業後は県指定の医療機関において⼀定期間従事
・新潟県の修学資⾦に応募
・新潟県の「キャリア形成プログラム」に基づき診療に従事する

埼⽟県地域枠 2 以内
・卒業後は県指定の医療機関において⼀定期間従事
・埼⽟県の修学資⾦に応募
・埼⽟県の「キャリア形成プログラム」に基づき診療に従事する

東京⼥⼦医科 学校推薦型 ⼀般推薦 20 専願 1浪 4.1 英、数、理の指定科⽬履修者 11⽉2⽇ 11⽉9⽇ 総合判定 書類、思考⼒試験、論、⼩グループ討論、⾯
11⽉18⽇
11⽉19⽇

11⽉25⽇ 12⽉4⽇

⼀般公募制 約25 外、数、理の評定平均値がそれぞれ4.0以上

神奈川県地域枠 5 あり
・外、数、理の評定平均値がそれぞれ4.0以上
・県内居住経験者または県内⾼校出⾝者
・「神奈川県地域医療医師修学資⾦貸付制度」を利⽤

あり 12⽉9⽇

11⽉7⽇ 11⽉18⽇ 総合判定

11⽉1⽇ 11⽉7⽇

合格発表⽇ 納付期限
出願期間

11⽉1⽇ 11⽉10⽇ 総合判定
個別試験（英、数、理2）、⾯（個⼈⾯接、課題型⾯接）
※【地域枠A】と【地域枠B】は岩⼿県による⾯接も実施 12⽉2⽇

⼤学

学校推薦型

種別 募集枠
出願資格 選考⽅法

公募
（地域特別枠）

・北関東3県、埼⽟県および福島県の⾼校出⾝者または本⼈もしくは保護者が平成30年から当該地域に在住
・卒業後は北関東3県、埼⽟県および福島県で医師として医療に従事

11⽉1⽇ 11⽉8⽇

岩⼿医科
専願 1浪

学校推薦型 10 専願 現役 4.0獨協医科

11⽉19⽇

募集⼈員

総合判定

学校推薦型 専願 4.0 論、⾯、書類、基礎学⼒検査（数理的問題） 12⽉3⽇ 12⽉8⽇ 12⽉16⽇東京医科

1浪

学校推薦型 専願 現役 4.0 基礎学⼒試験（英、⾃然科学総合問題）、論、⾯Ⅰ、⾯Ⅱ 11⽉12⽇ 12⽉1⽇ 12⽉8⽇聖マリアンナ医科

12⽉12⽇

学校推薦型 専願 1浪

4.0
適性検査Ⅰ（数学系、理科系、英語系）、適性検査Ⅱ（⼩論
⽂）、⾯

11⽉20⽇ 12⽉1⽇ 12⽉12⽇埼⽟医科 総合判定11⽉1⽇ 11⽉11⽇

医学部受験MEP
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※ 掲載したすべての項⽬は変更されることがあります。必ず募集要項等で確認してください。

専併 現浪 評定 出⾝ その他要件 開始 終了 段階 試験内容 試験⽇
合格発表⽇ 納付期限

出願期間
⼤学 種別 募集枠

出願資格 選考⽅法
募集⼈員

1次 個別試験（英・数・理2・⼀般問題） 11⽉12⽇ 11⽉16⽇

2次 ⾯、第1次選考の成績 11⽉27⽇ 12⽉1⽇

公募制 20
・外、数、理の評定平均値がそれぞれ3.7以上
・英、数、理の指定科⽬履修者

愛知県地域特別枠A⽅式 5 あり

上記に加え、
・県内⾼校出⾝者または本⼈か保護者が県内居住
・愛知県及び本学が設定する修学資⾦を受給し、医師免許取得後は本学で臨床研修及び後期研修の5年間勤務
し、県指定の公的医療機関で5年間地域医療に従事

特別枠 10 1浪 4.0
・6教科（国、地歴、公、数、理、外）の評定平均値が4.0以上
・外、数、理の指定科⽬履修者
・卒業後は指定の地域、診療科において従事

地域枠 15 2浪

・募集⼈員15のうち⼤阪府枠として5、静岡県枠として8、新潟県枠として2を募集
・静岡県枠と新潟県枠は出⾝地を問わない
・卒業後は各都道府県の要件に則り、所定の地域で診療
・それぞれの枠ごとに異なった修学資⾦を貸与

⼀般枠 10 併願 1浪 -

1次 英、数、理1 11⽉20⽇ 12⽉1⽇

2次 論、⾯、第1次選考の成績、書類 12⽉4⽇ 12⽉14⽇

⼀般公募制 約10 現役 4.0 -

地域指定制 5 以内 1浪
4

(1浪⽣は
4.2)

あり 県内⾼校出⾝者または保護者が1年以上県内在住

1次 書類 - 11⽉1⽇

2次 基礎学⼒検査（英、理2）、論 11⽉20⽇ 12⽉1⽇ 12⽉16⽇

3次 プレゼン、⾯ 12⽉4⽇ 12⽉9⽇

A⽇程 10 1浪 -

地域枠 20 卒業後は指定病院等で2年間の臨床研修、その後、指定医療機関で4年間勤務

福岡県特別枠 5 福岡県が実施する奨学⾦制度（福岡県地域医療医師奨学⾦）に応募

産業医科 学校推薦型 25 以内 専願 1浪 4.3
英、数、理の指定科⽬履修者
※全国を3ブロックに分け、ブロックごとの募集⼈員を15⼈以内とする

11⽉1⽇ 11⽉7⽇ 総合判定 書類、論、⾯ 12⽉7⽇ 12⽉16⽇

A⽅式 30 -

地域枠 10 あり
・九州、沖縄、⼭⼝県内⾼校出⾝者または本⼈か保護者が当該地域に居住
・在学中の実習および研修、本学での卒後臨床研修、「福岡⼤学地域医療プログラム(FUCHIP)」へ参加

12⽉11⽇論、適正能⼒試験（数理的問題、英⽂問題） 12⽉13⽇

あり

書類、論、基礎学⼒試験（数、英）、⾯学校推薦型
総合
判定

11⽉1⽇ 11⽉11⽇

11⽉5⽇

1⽉6⽇11⽉30⽇

11⽉26⽇ 12⽉8⽇愛知医科 専願 1浪 3.7

関⻄医科

3.5

専願 1次

11⽉9⽇学校推薦型

25 併願 1浪 -

基礎学⼒検査（英、数、理2）、論、⾯、調 11⽉21⽇ 12⽉1⽇ 12⽉8⽇

近畿

学校推薦型 専願

-推薦⼊試 ⼀般公募 11⽉1⽇ 11⽉10⽇

11⽉1⽇ 11⽉10⽇ 総合判定

久留⽶

2浪

英、数、⾯ 12⽉9⽇福岡 学校推薦型 専願 1浪 3.7 11⽉1⽇ 11⽉9⽇

⾯接
11⽉27⽇
筆記

11⽉29⽇

総合判定

学校推薦型 専願 3.8 基礎学⼒テスト（英、数）、論、⾯ 11⽉19⽇11⽉1⽇ 11⽉9⽇ 総合判定 12⽉1⽇

⾦沢医科 学校推薦型 指定校・指定地域 6 専願
1浪19歳

以下
・⽯川県、富⼭県、福井県の本学指定校出⾝者または氷⾒市⻑の推薦がある者
・卒業後は指定病院で5年間の臨床研修

10⽉31⽇

兵庫医科

総合型 3名⼀般枠 専願 1浪 - 医療従事者(医師、薬剤師、看護師、保健師、助産師、理学療法⼠、作業療法⼠)が推薦する者 9⽉1⽇ 9⽉30⽇

医学部受験MEP




