
※2022年度入試における一般選抜の変更点等を中心に一覧にまとめています。

掲載内容については、今後変更等の可能性があるため、各大学公表の最新情報を大学HP等で必ず確認してください。

二部、夜間制、フレックス制については掲載していません。

◎大学・学部・学科等について

名称については、一部略称を用いています。

新設、改組情報には、設置認可申請中や設置構想中(仮称)等を含みます。

◎教科名、科目名の表記について

教科・科目のみ記載は必須科目、( ) は選択教科・科目を表し、→の後ろの数字は選択科目数を示します。

選択科目の変更については、※で表記をしています。

例：国+数+理２+外

例：国語、数学、理科２科目、外国語が必須ということを表します。

例：外+（国or数or理）→２

例：外国語が必須、国語、数学、理科から２科目選択ということを表します。

例：数+理+外

例：※理：物or化or生

例：理科は物理、化学、生物から１科目選択ということを表します。

例：国+数+外+(歴公or理・理基２)→２

例：共通テストの理科は専門理科１科目または基礎理科２科目のいずれかを選択ということを表します。

教科名および科目名の表記について（略称）

○国語⇒「国」　※出題範囲については記載していません。

○地理歴史・公民⇒「歴公」

地理歴史⇒「歴」

世界史Ａ⇒「世Ａ」、世界史Ｂ⇒「世Ｂ」

日本史Ａ⇒「日Ａ」、日本史Ｂ⇒「日Ｂ」

地理Ａ⇒「地理Ａ」、地理Ｂ⇒「地理Ｂ」

公民⇒「公」

現代社会⇒「現」

倫理⇒「倫」

政治・経済⇒「政」

倫理、政治経済⇒「倫政」

○数学　※共通テストの数②における「簿記・会計」「情報関係基礎」の変更は記載していません。

数学１科目⇒「数」、数学２科目⇒「数２」

数I、数I・A⇒「数①」、数II、数II・B⇒「数②」

数学Ａ⇒「数Ａ」、数学Ｂ⇒「数Ｂ」

数学I⇒「数I」、数学II⇒「数II」、数学III⇒「数III」

○理科　※個別試験の理科は、特記事項がない限り、各科目とも「基礎科目＋専門科目」を表すものとします。

理科１科目⇒「理」

理科２科目⇒「理２」

理科・基礎科目⇒「理基」

物理⇒「物」、物理基礎⇒「物基」

化学⇒「化」、化学基礎⇒「化基」

生物⇒「生」、生物基礎⇒「生基」

地学⇒「地学」、地学基礎⇒「地基」

○外国語⇒「外」　※英語以外の選択科目の変更は記載していません。

英語⇒「英」

○小論文⇒「論」

○面接⇒「面」

○実技⇒「実」

○調査書⇒「調」　※調査書は点数化される場合のみ記載しています。

○総合問題⇒「総合問題」

2022年度入試変更点一覧　表の見方



大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2022年度入試 2021年度入試

岩手医科大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 <一般>73人
<地域枠C>５人

<一般>78人
<地域枠C>５人

東北医科薬科大 医 医 一般・一般枠 募集人員 募集人員変更 40人 45人

共テ 選抜方法 新規実施 募集人員：５人
<１次>国+数２+理２+外
<２次>面

―

獨協医科大 医 医 学費 学費改定 １年次：9,300,000円(委託微収金含む)
２年次以降６年次まで：28,000,000円
６年間総額：37,300,000円

１年次：10,300,000円(委託微収金含む)
２年次以降６年次まで：27,000,000円
６年間総額：37,300,000円

一般 募集人員 募集人員変更 <一般>57人 <一般>63人

栃木県地域枠 選抜方法 栃木県地域枠の選抜
に共テ追加

一般と共テの受験者から選考 一般の受験者から選考

一般、共テ 試験日程 ２次試験日程変更 一般と共テの２次試験を同一の日程で実施 <一般・２次>２/９、２/10(出願時に選択)、
<共テ・２次>２/22

埼玉医科大 医 医 一般・前期 募集人員 募集人員変更 60人 65人

共テ 募集人員 募集人員変更 10人 ５人

杏林大 医 医 新潟県地域枠 選抜方法 新規実施 ２人 ―

順天堂大 医 医 共テ併用 募集人員 募集人員変更 12人 15人

茨城県枠 選抜方法 新規実施 ２人 ―

順天堂大 医 医 東京都枠、新潟
県枠、千葉県枠、
埼玉県枠、静岡
県枠

選抜方法 共テの成績を１次試
験へ追加

<１次>
<共テ>国+歴公+数２+理２+外
<個>数+理２+外+論
<２次>面

<１次>数+理２+外+論
<２次>面

昭和大 医 医 茨城県枠 選抜方法 新規実施 ４人 ―

一般・I期 募集人員 募集人員変更 82人 75人

医、歯、薬、保健
医療

共テ・B方式 選抜方法 募集停止
―

実施

東京医科大 医 医 学費 年次ごとの納付額変
更

１年次：4,978,800円
２年次以降６年次まで：4,971,000円
６年間総額：29,833,800円
※諸経費含む

１年次：7,578,800円
２年次以降６年次まで：4,451,000円
６年間総額：29,833,800円
※諸経費含む

東京慈恵会医科大 医 医 東京都地域枠 選抜方法 廃止 ― 実施

東京女子医科大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 67人 75人

東邦大 医 医 一般・新潟県枠 選抜方法 新規実施 ２人 ―

日本大 医 一般・A方式 選抜方法 廃止 ― 実施

一般・N全学統
一・第１期

入試科目
募集人員

２次試験の入試科目
変更

<１次>数+理２+外
<２次>数+外+面
募集人員：90人

<１次>数+理２+外
<２次>論+面+適正検査
募集人員：10人

一般・N全学統
一・第２期

選抜方法 新規実施 <１次>数+理２+外
<２次>数+外+面
募集人員：15人

―

日本医科大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 <前期>75人、<後期>14人 <前期>81人、<後期>17人

一般・前期東京
都枠

選抜方法 新規実施 <前期>５人
―

一般・前期埼玉
県枠

募集人員 募集人員変更 <前期>１人 <前期>３人

一般・前期福島
県枠

選抜方法 廃止
―

<後期>１人

金沢医科大 医 医 一般・前期 試験日程 １次試験日程追加 <１次>２日間
※試験日自由選択制
※（いずれか１日または両日受験可)

<１次>１日間

藤田医科大 医 医 一般・前期 募集人員 募集人員変更 <一般>73人
<地域枠>５人

<一般>72人
<地域枠>５人

一般・後期 募集人員 募集人員変更 <一般>10人
<地域枠>５人
※一般は高３枠は設けない

<一般>８人
<地域枠>５人
※一般は高３枠３名を含む

一般、共テ・前期 配点変更 ２次試験の面の配点
変更

<２次>面<40>
※面：５段階評価
※提出書類は面の評価に含む

<２次>面+提出書類<50>

共テ・後期 配点変更 ２次試験の面の配点
変更

<２次>総合問題<300>+面<40>
※面：５段階評価
※提出書類は面の評価に含む

<２次>総合問題<300>+面+提出書類<50>

大阪医科薬科大 医 医 一般・前期 募集人員 募集人員変更 77人 82人

関西医科大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 <前期>55人、<後期>５人
※<後期>５人には<共テ・後期>を含む

<前期>55人、<後期>10人
※<後期>10人には<共テ・後期>を含む

共テ 募集人員 募集人員変更 <前期>12人、<後期>５人
※<後期>５人には<一般・後期>を含む

<前期>10人、<後期>10人
※<後期>10人には<一般・後期>を含む

共テ併用 募集人員 募集人員変更 13人 10人

兵庫医科大 統合 兵庫医科大と兵庫医
療大の統合

兵庫医科大 兵庫医科大、兵庫医療大

川崎医科大 医 医 一般・長崎県枠 募集人員 募集人員変更 ６人 ４人

産業医科大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 80人 85人

福岡大 医 医 共テ・I期 選抜方法 新規実施 実施(2020年度の日程に戻す) ―

共テ・III期 選抜方法 廃止
―

実施
(※コロナ禍のため日程変更)
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大学 学部 学科／専攻 方式 項目 変更点 2022年度入試 2021年度入試

防衛医科大 試験日程 １次試験を１日間で実
施

<１次>１日間 <１次>２日間

入試科目 論の実施を２次から１
次へ

<１次>国+数+理２+外+論
<２次>口述試験+身体検査

<１次>国+数+理２+外
<２次>論+口述試験+身体検査
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