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増減 区分
募集
人員

増減 区分
募集
人員

増減 区分 枠等
募集
人員

増減

岩手医科 123 一般 88 推薦 一般枠 20

推薦 地域枠特別 15

東北医科薬科
100 一般 100

一般で東北地域医療支援修学資金（Ａ方式、
Ｂ法式）55名を募集

自治医科 123 一般 123 一般に栃木県地域枠3含む
獨協医科 120 一般 53 センター利用 20 推薦 指定校 20

栃木県地域枠 [7] 栃木県地域枠 [7] 推薦 地域特別枠 10

ＡＯ 一般 7

ＡＯ 栃木県地域枠 3

埼玉医科 128 +1 前期 63 +1 センター利用 10 推薦 公募・指定校 10

後期 45

国際医療福祉 140 +140 一般 100 +100 センター利用 20 +20 留学生特別選抜 20 +20

杏林 117 一般 91 センター利用 25 一般に地域枠12（東京都10、茨城県2）含む
慶應義塾 113 一般 68 推薦 塾内等 45

順天堂 137 +7 一般A方式 67 +4 センター併用 28 -7 ＡＯ 国際臨床医・研究医枠 5 +5

一般B方式 10 +10 センター利用 15 -5

東京都地域枠 10

新潟県地域枠 2

昭和 120 １期 78 地域別選抜 12 地域別選抜は6地域各2名

２期 20

帝京

120 一般 100 -10 センター利用 10 推薦 10 +10
一般に地域枠8（千葉県5、茨城県1、静岡県
2）と公衆衛生学研究医養成奨学金対象者3
含む。推薦に地域枠2（福島）含む

東京医科 120 一般 75 センター利用 15 推薦 一般枠 20

推薦 茨城県地域枠 8

推薦 山梨県地域枠 2
東京慈恵会医科 110 一般 110 一般に東京都地域枠5を含む
東京女子医科 110 一般 75 推薦 公募 20

推薦 指定校 15

東邦
115 一般 115

一般に付属校推薦含む。千葉県地域枠5は入
学後に選抜

日本 120 Ａ方式 99 推薦 付属校 15 他に校友子女入試3

Ｎ方式1期 3

日本医科 118 +2 前期 100 -16

後期 18 +18

北里
119 一般 84 推薦 指定校 35

一般に地域枠10（山梨県2、茨城県2、相模原
市1、神奈川県5）含む

聖マリアンナ医科 115 一般 95 -5 推薦 指定校 20 +5

東海 118 一般 60 -3 前期 10 推薦 付属校 20

後期 若干 編入（1年次入学） 20

神奈川県地域枠 5

静岡県地域枠 3 +3

金沢医科 105 一般 65 推薦 公募 20

推薦 指定校・指定地域 5

ＡＯ 15

愛知医科 115 一般 65 センター利用 15 推薦 公募 25

愛知県地域枠B 5 -5 愛知県地域枠A 5 +5

国際バカロレア 若干

藤田保健衛生 120 一般 80 +10 前期 10 +5 推薦 高校長推薦（公募） 10 -10

愛知県地域枠 10 後期 10 +10

後期 0 -15 自己推薦 大学課程履修者 0 廃止

大阪医科 112 前期 89 前期 5

後期 15 後期 3

関西医科 117 前期 85 センター利用 15 推薦 特別枠 10

後期 7

近畿 115 前期 65 前期 10 推薦 公募 30

後期 5 中期 3

後期 2

兵庫医科 112 一般 79 前期 15 推薦 公募 10

後期 3 推薦 地域指定制 5

川崎医科 126 +6 一般 76 +6 推薦 特別推薦地域枠 20

推薦 附属推薦 30

久留米 115 一般 85 推薦 一般推薦 10

福岡県特別枠 5 推薦 地域枠 15

産業医科 105 一般 85 推薦 ブロック別公募 20

福岡 110 一般 70 センター利用 10 推薦 Ａ方式（一般枠） 20

推薦 地域枠 10

防衛医科 85 一般 85 第44期募集（平成29年度入校）

一般前期に研究医枠2、大阪府地域枠2を含
む

一般前期・後期に大阪府地域枠5含む

推薦に地域枠20（大阪府3、奈良県2、和歌山
県10、静岡県5）含む

一般に地域枠10（静岡県10、長崎県6）含む。
特別推薦は中国・四国地域15、岡山県5

大学
入学定員 一般入試 センター利用 特別選抜

備考

前期・後期に地域枠8（千葉県4、福島県1、静
岡県1、埼玉県2）を含む

一般入試とセンター利用の栃木県地域枠はあ
わせて7

【表の見方】

1. 2017年度の1年次入学定員と募集人員の一覧です。「増減」は昨年度との比較によるものです。

2.今後の変更等もありえますので、必ず募集要項で確認してください。
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