
※2023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)

例：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」

2023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 2023年度入試 2022年度入試

岩手医科大 医 医 一般・地域枠
D(全国枠・診療
科指定)

選抜方法 新規実施 <一次>数+理２+外
<二次>面
募集人員：７人

北里大 医 医 一般 試験会場 第１次試験会場に東
京追加

<第１次>相模原、東京
<第２次>相模原

<第１次>相模原
<第２次>相模原

杏林大 医 医 共テ・後期 選抜方法 廃止 実施

順天堂大 医 医 一般・地域枠 入学検定
料

入学検定料変更 40,000円 60,000円

選抜方法 共テ廃止 地域枠(個別)
<１次>数+理２+外+論
<２次>面

地域枠(共テ・個別併用)
<共テ>
国+歴公+数２+理２+外
<個>
(１次)数+理２+外+論
(２次)面

募集人員 募集人員変更 地域枠(個別)
募集人員：東京枠10人、新潟枠１人、
募集人員：千葉枠５人、埼玉枠10人、
募集人員：静岡枠５人、茨城枠２人

地域枠(共テ・個別併用)
募集人員：東京枠10人、新潟枠２人、
募集人員：千葉枠５人、埼玉枠７人、
募集人員：静岡枠５人、茨城枠２人

帝京大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 86人 89人

共テ 募集人員 募集人員変更 ８人 10人

東海大 医 医 一般 入試科目 一次の数の出題範囲
から数III除外

<一次>
数+理+外
※数：数Ｉ・II・Ａ・Ｂ

<一次>
数+理+外
※数：数Ｉ・II・III・Ａ・Ｂ

日本医科大 医 医 一般・新潟県枠 選抜方法 新規実施 <１次>数+理２+外
<２次>面+論
募集人員：<前期>１人、<後期>１人
※2022年８月10日現在

一般・前期 募集人員 募集人員変更 72人 75人

一般・後期 募集人員 募集人員変更 17人 14人

聖マリアンナ医科大 医 医 一般 配点変更 面接の配点変更 <１次>
数<100>+理２<200>+外<100>＝総点<400>
<２次>
面<50>+論<50>＝総点<100>

<１次>
数<100>+理２<200>+外<100>＝総点<400>
<２次>
面<150>+論<50>＝総点<200>

一般・前期 募集人員 募集人員変更 約75人
※2022年７月４現在

約70人

金沢医科大 医 医 一般・前期 募集人員 募集人員変更 72人 65人

藤田医科大 医 医 一般・前期 募集人員 募集人員変更 <一般枠>78人、
<地域枠>５人

<一般枠>73人、
<地域枠>５人

一般・後期 募集人員 募集人員変更 <一般枠>５人、
<地域枠>５人

<一般枠>10人、
<地域枠>５人

共テ・後期 入試科目 二次試験の必須に口
頭試問追加

<二次>総合問題+口頭試問<300>+面<40>＝
総点<340>
※口頭試問：総合問題の回答内容に関する
他、英語の「聞く力」「話す力」も評価する。配点
は総合問題に含む

<二次>総合問題<300>+面<40>＝総点<340>

大阪医科薬科大 医 医 学費 学費改定 １年次：5,985,000円
２年次以降６年次まで：22,425,000 円
６年間総額：28,410,000 円
※諸会費除く

１年次：6,485,000円
２年次以降６年次まで：24,925,000円
６年間総額：31,410,000円
※諸会費除く

一般・前期 募集人員 募集人員変更 75人 77人

一般・後期(一次
試験)

試験会場 試験会場から名古屋
除外

大阪、東京 大阪、東京、名古屋

関西医科大 医 医 学費 学費改定 １年次：2,900,000円
２年次以降６年次まで：18,100,000円
６年間総額：21,000,000円
※諸会費除く

１年次：5,700,000円
２年次以降６年次まで：22,000,000円
６年間総額：27,700,000円
※諸会費除く

一般 入試科目 １次試験の必須から
小論文除外

<１次>数+理２+外
<２次>面

<１次>数+理２+外+論
<２次>面

共テ併用 入試科目 １次試験の個別の必
須から小論文除外

<１次>
<共テ>国+歴公+数２+理２+外
<個>数+理２+外
<２次>面

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

兵庫医科大 医 医 一般・A<一般枠> 募集人員 募集人員変更 約73人 約80人

川崎医科大 医 医 一般 募集人員 募集人員変更 約45人 約50人

産業医科大 医 医 一般 出願方法 出願締切日変更 共テ実施前に出願締切(12/1～1/13) 共テ実施後まで出願可(1/4～1/22)

防衛医科大 医 募集人員 募集人員変更 約83人
※2022年７月１日現在

約85人
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