
大学名 入試区分 変更項目

センター試験 募集区分

募集区分

募集人数

受験会場

AO入試 募集人数

センター試験 募集区分

配点

募集人数

一般入試 （後期） 募集人員

推薦入試・
特色化入試

入試科目

出願期間

出願方法

全区分 出願期間

英語外部試験 利用方法

AO入試 出願期間

一般入試(後期) 募集人員

センター試験 (後期) 募集人員

研究医枠入試 募集区分
一般入試(前期)
センター利用 募集人員

一般入試 募集人員

地域枠指定校推薦入試 募集区分

全ての入試 健康診断

慶應義塾大 一般入試 募集人員

一般入試 A方式 募集人員

一般入試 N方式 受験会場

一般入試 受験会場

配点・時間

配点
推薦入試

（公募制・指定校） 配点

一般入試 試験科目

センター試験 試験科目

試験科目

出願資格

AO入試 募集人員

栃木県地域枠 募集人員

推薦入試 選考方法

一般入試 選抜方法

一般入試・
推薦入試 募集人員

調査書・面接・テストにより総合的に選考→面接・テストに総合的に選考※調査書は、面接の参考資料
として活用。

二次面接の配点が、小論文、調査書と合わせて50点→面接試験だけで50点に変更。小論文と調査書
は面接の参考資料として活用に変更。

A方式推薦20名、一般入試70名→A方式推薦40名（地域枠推薦10名と附属推薦7名含む）、一般入試
60名に変更。

二次試験の小論文を廃止、二次は面接のみ。

推薦入試（公募・指定校）の面接が、個人面接→MMIに変更

地域枠及び指定校制の出願資格：1浪まで→現役のみ。

栃木県地域枠：3名以内→募集しない。

一般とセンターから定員7名→定員10名。

小論文の配点を、重視→50点と公表。

2次試験の英語の配点を100点→150点に、時間を60分→90分に。

英語資格検試験調査書の配点を非公表→50点と公表。

面接の配点を、重視→個人面接・調査書30点と公表。

二次試験の小論文を一次試験に移行。

一般入試の募集人員が68名→66名に減少。文部科学省より10年間の期限付きでの増員措置(研究医
養成枠2名増員）が2019年で期限を迎えたため。

一般入試A方式の募集人員が92名→97名に増加。

一般入試N方式ので高崎会場の廃止、立川会場の新設。

面接の配点を、重視→面接・調査書100点と公表。

一般A：名古屋会場を廃止。一般B：神戸会場のみで実施。

センター試験(後期)を新規実施(一般後期と併せて10名）。2次試験は一般後期と同日。

一般入試(前期）の英・数の配点が各100点→各200点に変更。

研究医枠入試を廃止。

一般(前期)の募集人員が85名→82名、センター利用が5名→10名に。

一般入試の募集人員が84名→65名に減少（相模原市修学資金2名含む）。

昨年度まで一般入試に含まれていた山梨県枠2名、茨城県枠2名、入学後に募集していた神奈川県枠
5名が、地域枠指定校推薦として実施。地域枠指定校推薦で定員を充足しなかった場合、地域枠一般
入試を実施。定員は地域枠指定校推薦で充足しなかった人数。

全ての入試で健康診断を廃止。

締切日必着→消印有効

ふじた未来枠（AO入試）で利用→ふじた未来枠（AO入試）での利用を廃止。※センター試験利用入試
で英語外部試験の利用を検討中(8月発行の募集要項で公表）。

出願期間：9月2日(月)～11月1日(金)※エントリーを廃止し、出願期間を延長。

センター利用(後期)と合わせて15名(愛知県地域枠5名を含む)→10名(愛知県地域枠5名を含む)。

一般入試(後期)と合わせて15名→5名

大阪医科大

兵庫医科大

藤田医科大

杏林大

関西医科大

一般入試

一般入試A

一般入試B

福岡大

推薦入試
（地域枠・指定校）

全区分

2020年度　私立医学部　入試変更点（2019年9月16日現在）
情報は随時更新されています。必ず最新の情報をご確認ください。

センター試験(後期）を新規実施（5名)。センター英数理(2科）、英リスニングあり、英250点を200点に圧
縮、600点満点。2次試験（3/1）では小論文、面接に加え英語の試験を実施(30分、記述式）。

一般入試(後期)を廃止。

北里大

日本大学

獨協医科大

詳細

一般入試 (前期)

配点

一般入試(前期)の募集人数が86名→82名に減少。特色化入試の合格者がある場合、一般(前期)で調
整。

一般入試（後期）の募集人が6名→センター（後期）と併せて10名に変更。

時間の変更。適性検査150分→130分。

締切日必着→消印有効。

紙願書を廃止し、WEB出願のみに変更。

一般入試(前期)の募集人数が91名→98名に増加（東京都地域枠10名申請予定、茨城県地域枠は廃
止）。

一般入試の会場がベルサール東京日本橋に変更。

AO入試の募集人数が5名→1名に減少。

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!



大学名 入試区分 変更項目

東京慈恵会医科大 一般入試 出願書類

全区分 配点

一般入試 （前期） 募集人員

地域枠推薦入試 募集人員

推薦入試 選考方法

推薦入試 出願資格

AO入試 募集区分

一般入試 （前期） 募集人員

募集区分

配点

一般入試 募集人員

一般入試 配点

一般入試Ⅰ期 募集人員

一般入試Ⅱ期 入試日程

センター試験 募集区分

一般入試 （後期） 募集人員

推薦入試 募集人員

一般入試 募集人員

前期ｾﾝﾀｰ利用 選抜方法

センター・一般独自併用 募集人員

推薦入試 募集人員
一般入試前期

（A日程）
募集人員

センターC方式
（前期） 募集人員

AO入試 募集人員

卒業生子女入試 募集区分
指定校・

指定地域推薦入試 指定校

配点

試験時間

試験会場

一般入試 （後期） 試験会場

全入試 合格発表

編入学 募集区分

一般入試 （前期・後期） 合格通知

一般推薦入試 出願資格

卒業生・校友子女枠 名称・
募集人員

指定校推薦入試 名称・
募集人員

東京医科大学 全区分 出願方法

一般入試 募集人員

一般推薦・地域枠 募集人員

学士編入学 募集人員

一般入試 配点

選抜方法

配点

愛知医科大学 ｾﾝﾀｰ利用（後期） 試験科目

一般推薦入試の面接を個人面接15分×1回→個人面接15分×1回・課題型面接(個人)5分×2回に変
更。

一般推薦入試の面接の配点を非公表→100点に変更。

ｾﾝﾀｰ国語の範囲が『近代以降の文章のみ利用』→『近代以降の文章，古典［古文・漢文］』に変更

紙願書を廃止し、WEB出願のみに変更。

一般入試の募集人員を90名→76名に変更。

一般推薦・地域枠の募集人員を各15名→一般推薦15名・地域枠35名(予定)に変更。地域枠は10月に
認可予定。

学士編入学の募集人員を7名→4名に変更。

一般入試の面接の配点を非公表→50点に変更。

編入学試験の募集停止。

補欠通知と同時に繰上順位を該当者に通知。

一般推薦入試の出願資格が、現役のみ→一浪までに変更。

卒業生・校友子女枠が『至誠と愛の推薦入試』という名称に変更、募集定員が若干名→約7名に増
加。

指定校推薦入試が『選抜方式の推薦入試』に変更、募集定員が15名 → 8名に減少。従来の小論文＋
個人面接に加え、適性試験と小グループ討論も追加。

理科の配点が200点→150点に変更。

理科の試験時間が120分→90分に短縮。

一次試験の会場が、東京：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター、TKP東京駅日本橋カンファレンスセン
ター、大阪：大阪アカデミア、名古屋：TKPガーデンシティ栄駅前、福岡：福岡国際会議場に変更。

一次試験の会場が、東京：TOCビル本館に変更。

全ての入試で合格発表時刻が17:00→18:00に変更。

一般入試前期（A日程）の募集人員が65名→55名に減少。

センターC方式（前期）の募集人員が10名→5名に変更。

AO入試の募集人員が27名→20名に減少。

卒業生子女入試の新規実施（7名）。AO入試との併願可。

石川県に加え富山県、福井県の高校にも拡大（本学が指定する高等学校）

一般公募枠が10名→12名に、埼玉県地域枠が18名→19名に増加、特別枠は2名のまま（埼玉県地域
枠19名は申請予定）。

一般入試A方式の募集人員が61名→67名に増加、B方式の募集人員が10名→5名に減少。

前期ｾﾝﾀｰ利用入試の小論文が2次試験→1次試験に(一般Aと同日）。小論文の評価は一次試験合
格者選抜では使用せず、二次試験合格者選抜のときに使用。

センター・一般独自併用の募集人員が20名→15名に減少。

推薦入試の募集人員が30名→25名に減少。

二次試験の配点が、小論文100点→50点に、面接100点→150点に変更。

一般Ⅰ期の募集人員が78名→75名に減少。

入試日程が遅くなる。出願締切2/21→2/27、一次試験3/2→3/7、一次発表3/6→3/11、二次試験3/9
→3/14、二次発表3/11→3/16。

センター試験利用（10名）のみ実施、センター後期は廃止。

一般入試（後期）の募集人員が、35名→35名（研究医枠1名含）に変更（研究医枠は申請予定）。

AO入試を新規実施（2名）。一次センター（5教科7科目900点）、志望理由書、調査書。二次小論文、面
接。出願資格等詳細は未発表。

一般前期の募集人員が90名→88名に減少。

神奈川県地域特別枠推薦入試（5名）を新規実施。「神奈川県地域医療医師就学資金貸付制度」によ
る奨学金を貸与。県内の医療機関にて一定期間以上従事する必要あり。

昨年度は未公表だった推薦入試の配点が、基礎学力試験(英語)150点、基礎学力試験(自然科
学)200点、小論文100点、面接100点×2と公表。また面接は面接Ⅰ（グループ討論）・面接Ⅱ(個人面
接）→面接Ⅰ・Ⅱともに個人面接に変更。

一般入試の募集人員が約85名→約80名に減少。

各入試制度の評価基準を公表。一般入試(前・後期)の面接の配点を非公表→50点と公表。推薦入試
の小論文と面接の配点を非公表→50点・50点と、基礎学力テスト(英語）と基礎学力テスト(数学)の配
点を非公表→100点・100点と公表。

一般入試（前期）の募集人員が約80名→約75名に減少。

地域枠推薦入試の募集人員を約15名→約20名に増加。

一般入試の福岡県特別枠を推薦入試に変更、福岡県特別枠推薦（5名）として実施。

地域枠・福岡県特別枠の出願資格を1浪→2浪までに変更。

詳細

ケンブリッジ英検・英検・GTECなどの外部検定試験を評価の対象とする（2018年2月以降に受験した
試験結果を有効とする）。

一般推薦入試

　東京女子医科大

一般入試 （前期）
金沢医科大

岩手医科大学

久留米大

推薦入試

聖マリアンナ医科大

近畿大

日本医科大

昭和大

埼玉医科大

順天堂大

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!


