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四．学生の受け入れ 
 
 Ⅰ．医学部医学科における学生の受け入れ 

 ［到達目標］ 

 創立以来 120 余年の歴史の中で培われてきた伝統と、医学の著しくかつ迅速な発展に基

づく新たな医学の現状とをもとに、本学が求める医療人像を教育理念として公にしている。

すなわち、「医学の基本である知識と技能ならびに医の心を学ぶことで医学を深く理解し、

豊かな人間性と倫理的・科学的判断能力を持つ人材」がそれである。このことは全人的な

医学・医療を実践することで、「病気を診ずして病人を診よ」という学祖高木兼寛の言葉に

集約されている。 
 医学・医療に携わる者は人の生命にかかわることでその責任はきわめて重く、この使命

を全うするには弛まぬ努力が必要である。そのために生涯にわたって「自ら求め自ら学ぶ」

姿勢がとりわけ大切である。本学は知識・技能はもとより人の心が理解でき、生涯にわた

り自主性をもって医学を通じて社会に貢献できる人材を求めている。 
 したがって、学生の受け入れは本学の理念に共感し、実践するにふさわしい能力と適性

を持つものをしかるべき選抜方法によって選考することになる。医学科の入学定員は 100
名である。 
 

１．学生募集方法、入学者選抜方法 

(1) 大学･学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を採用

している場合には、その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

［現状の把握］ 

学生募集では、本学の建学の精神「病気を診ずして、病人を診よ」を理解し、知識や技

術にとどまらず、人間中心の医学を学び実践していける、強い意志を持つ学生を求めてい

ることを明確にしている。 
学生の選抜方法は、一般入試による方法で、2002 年度までは 2 月 25 日に、2003 年度

から 18 年度までは 1 月 28 日と 2 月 25 日の 2 回に、2007 年度からは 1 月下旬に一次試

験として筆記試験を行っている。一次試験は理科 2 科目、数学、英語の計 4 科目が課せら

れている。さらに約 10 日後に二次試験として面接を行っている。合格は高等学校から提

出された調査書等を含め総合的に判断している。 
入学志願者は 2003 年度から 2006 年度は前期・後期の 2 回試験で合計 3500～4500 名で

あったが、2007 年度からの 1 回の試験への変更で約 2300 名となっている。入試の難易度

による私大医学部での順位は、2002 年度までは 7～11 位であったものが、2003 年度の入

試改革で 2 位となり 2007 年度からの 1 回入試においても 2 位を続けている。本学が私大

医学部として高い評価を受けるのに伴って、合格者のうちから国立大学への入学を理由に

本学の入学を辞退するものが多数みられるようになった。 

入試に関する情報は、大学ガイド、募集要項、医学部ホームページ、大学説明会、オー
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プンキャンパス、予備校などへの出張説明などを利用して、大学の理念と特色、入学後の

カリキュラムや学生生活、願書受付期間、試験日程、試験科目、試験会場などを説明する

ことにより、受験生に対して本学選択の指針を与えている。入学願書は大学ガイドと共に

例年 7 月下旬から大学事務部で、9 月初旬から全国の書店で領布している。 
選抜方法としての AO 入試や推薦入試については、入試検討会ならびに入試委員会での

審議から行わない方針である。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

入学選抜では本学で医学を学ぶための学力と医療者となるための社会性や人間性の両方

を兼ね備えているかの判断が最も重要となる。加えて入学者が本学の理念に共感している

ことも求められている。社会性や人間性についての判断は面接で行われる。しかしながら

面接は時間的制約などから充分な評価が得られないこともある。また高等学校からの調査

書もこの面の評価に供されるが記述内容について学校差がみられ充分とはいえない。 
学力試験は理系学科として数学と理科 3 教科から 2 教科を選択している。理科 2 教科の

選択の妥当性については入学後の教育との関係から議論がある。文系学科は英語のみを試

験しているが、国語をはじめとする学科の必要性、とくに文章力や語彙力の低下について

の懸念が指摘されている。 
2003 年度からの一連の入試改革によって優秀な学生が入学してきたことは明らかだが、

一方で経済的に余裕のない学生が増え、また学力はあるがコミュニケーション能力の足り

ない学生が目立つようにもなった。 

 

［改善策］ 

医師としての適性を備えた優秀な学生を入学させるために、選抜試験の充実が求められ

る。とりわけ社会性があり人間性豊かな人材を選抜する適切な方法を見出すことが第一で

ある。まず、試験の実施を 2 月に繰り下げ現役学生が不利とならないようにする。さらに

センター試験への参画などにより広く教養を身につけコミュニケーション能力の高い学生

を選抜する。また、合格者が入学を辞退し他大学に行くのを防ぐためにも学費の見直し、

初年度納入金の支払方法の便宜、奨学金制度の充当などを行い資質の高い学生の受け入れ

を支援する。 
学生受け入れのための情報を今後さらに充実するためには、授業公開や体験入学、また

試験結果の情報公開などが必要である。 
 

２．入学者受け入れ方針等 

(1) 入学者受け入れ方針と大学･学部等の理念･目的･教育目標との関係 

［現状の把握］ 

本学の建学の精神「病気を診ずして、病人を診よ」を基本理念として、これに相応しい

と判断し入学を許可した学生は、将来優れた医師として、また研究者として育っていくこ
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とを期待して教育が行われる。 

その教育理念は、「医学の基本である知識・技能・医の心を学ぶことによって医学を深く

理解し、豊かな人間性と倫理的・科学的判断力を涵養する」である。 

教育の一般目標は以下の5項目である。 

①医学を学び、また研究する際の基本的な考え方を身につけ自立的に実践する 

②自己の人間性を高め、倫理的・科学的判断能力を磨く 

③医学の基本知識を習得する 

④医学の基本技術を習得する 

⑤医師としての適切な態度と行動を身につける 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

本学の理念は大学ガイド、募集要項、大学説明会などで公表している。この理念が一般

社会でもかなり広く理解されていることは、大学の附属病院や同窓の病院などの患者さん

を通して知ることができる。 

また入学試験の面接でも本学を志望した理由として、この理念への共感をあげる受験生

はかなり多い。 

さらに大学説明会やオープンキャンパスにおけるアンケートでも大学の理念と教育目標

についての理解を示す回答が多くみられる。 

 

［改善策］ 

大学の理念や教育目標は今後大きく変わることはない。一方でこれを広く学内外に衆知

するための努力は継続する。学内ではこれを具現化するための方策を多面的に開発し実行

することが大切である。 

 

(2) 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

［現状の把握］ 

カリキュラムは教育理念や一般目標に沿って編成され、人間性や倫理的判断力を養う「総

合教育」、科学的判断力を養う「生命の科学」、自ら研究をする能力を培う「研究」そして

臨床医学の基本と実践を学ぶ「医療の実施」の 4 つの柱から成り立っている。学生はこの

カリキュラムのもとに自主的に学習し経験を重ねることが求められている。 
入学時に注目した社会性と人間性豊かな人材をさらに大きく育てるためのカリキュラム

「医学総論」が 6 年間にわたって行われている。ここでは医学が自然科学のみでなく人文・

社会科学をも取り込んだ総合的なもので福祉体験、重度心身障害医療体験、在宅ケアや産

業医実習などを通じて人と触れ合うことから人間愛を育み、社会とヒトの理解への展開が

試みられていることは、本学の理念に照らして意義がある。 
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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

カリキュラムは教学委員会によって毎年点検がなされ、絶えず改善している。学生によ

るカリキュラム評価は全学年の各コースについて行われ公表されている。 

また各学年における習熟度は、講座をこえたコースごとに試験委員会が行う総合試験に

よって、客観的かつ厳格に評価されている。 

 

［改善策］ 

カリキュラムの編成ではコミュニケーション能力の向上と自主的学習の習慣を具現化す

る方策がとくに難しい。少人数教育やチュートリアル方式がその解決策の 1 つとなろう。 
 また学生が各部署での研究に携わることで問題の抽出力と解決力を磨き、問題に継続的

に取り組むことの重要性を体得することも良い。また教員と学生や学生同士にとどまらず

医療関係の多職種の人々とのふれ合いも効果が期待される。 
 

３．入学者選抜の仕組み 

(1) 入学者選抜試験実施体制の適切性 

［現状の把握］ 

入学者選抜試験は、医学科教授会議の議を経て決定し実施される。入学試験は一次試験

としての学力考査筆記試験と二次試験としての面接試験よりなる。入学試験委員長は学長

により任命される。入試委員は 6 名で、教授の中から選ばれる。委員の任期は 1 期 1 年と

し、4 期までとする。入試委員会は全員の出席をもって成立し、入試に関する業務の実施、

合否判定案の作成、特待生の選定、その他入試に関する事項の検討を行う。 
一次試験の問題の作成は入試委員長が任命した入試問題作成委員により行われ、作成さ

れた問題は入試委員会による点検を受ける。 
面接試験は入試委員会が指名した教授により集団および個人面接（各室 3 名ずつの面接

委員）が行われる。集団面接では良識・教養を重点とし、個人面接では医学を学ぶ心構え

をおもに評価する。また面接に共通して自己表現力を重視している。面接試験の結果を受

けて入試委員会はさらに審議を行い医学の道を進むための適性について判断する。 
入試委員会は一次試験による学力と面接試験による社会性と医学の道を進むための適

性、ならびに高等学校から提出された調査書をもって総合的な判断を行う。入試委員会の

最終判断は入試判定会議（学長、病院長、準備教育教授、基礎教授、臨床教授の代表者各

1 名の計 5 名で構成）において承認を受け合否判定結果（案）となる。合否判定結果（案）

は医学科教授会議における審議を経て本学の入学試験合格者の発表となる。 
入学者選抜のあり方についての全般的な、検証は入学試験委員会、入試検討会、学長諮

問委員会で毎年行われる。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

入学者選抜に関する作業が、入学者合否判定を含めて入試委員会に与えられていること
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は、入学試験の独立性という点で評価できる。入試委員は機密保持という特殊性から教授

に限られ、すべての作業が課せられてきた。それだけに、委員の負担は非常に大きい。近

年、事務の強化策としてコンピュータ導入と入試事務室の設置で事務作業は飛躍的に効率

化が進んだ。 
面接試験は 2008 年度の入試では 3 日間にわたり約 450 名の受験生を対象として行われ

た。面接委員は延べ 110 名がこれにあたった。面接委員は入試委員会が過去の面接試験に

おける経験と評点の妥当性などにより選考するが明確な基準はない。受験生の学力以外の

能力と適性すなわち人間性や医学を志す意志などを評価するために面接試験のもつ意義は

大きい。面接試験の公平でかつ適切な評価を確保するための方策が課題となる。 
 
［改善策］ 
入学者選抜が入試委員会を中心として教授会議などの複数の段階を経て行われている現

状は好ましい。入試委員会の権限も現在のままでよいが、事務作業の効率化に向けた事務

職のさらなる協力や遺漏のない作業マニュアルの作成が必要である。 
面接試験は本学の入学者選抜においてとりわけ重要で、人間中心の医療を行う人材を入

学させることが求められている。一般に学力偏重が言われるなかで、しかるべき学力に加

えて豊かな人間性を持つ学生を選ぶ作業が面接試験である。そのために面接委員の質と数

の確保が緊急の課題である。現在も面接試験に関する FD が行われているが、それの時間

も長くはない。今後面接試験の内容のさらなる検討と FD の充実を図っていきたい。 
 

(2) 入学者選抜基準の透明性 
［現状の把握］ 
一次試験は筆記で行われ、試験科目は入学願書に記載された英語・数学と理科 3 科目の

うち 2 科目選択となっている。各科目 100 点満点で採点され、その合計の高いものが一次

試験合格者として発表される。2008 年度は 450 名を一次合格者とした。二次試験は面接

で段階評価とし、調査書や一次試験結果を総合的に判断し、二次試験合格者を決めている。  

補欠者は成績上位のものから順位をつけ発表し、二次合格者で辞退者が出たときに補欠者

の上位から順番に合格者としている。 
一次試験結果はすべての受験生について教授会議で公開している。二次試験の面接もす

べての受験生についての評価を面接委員会で公開し審議に付している。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

2003 年以降入学試験日の変更などに伴って合格者の入学辞退者が大幅に増えた。これに

伴う補欠者の合格が注目されているが、本学では二次試験合格者の発表と同時に補欠者に

順位をつけて発表していることから、その透明性は確保されている。 
入学試験の結果については受験者数、合格者数、補欠者への合格連絡者数、入学者男性

女性数、高校の卆年別分布、出身校所在地別分布に加え合格者の最高得点率と最低得点率
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を公開している。しかしながら、各受験生への入学試験結果の提示については入試委員会

で検討中であり結論に至っていない。 
 

［改善策］ 
入学試験の選抜基準については学内とくに教授には公開され、一応の透明性が確保され

ているが、学外に向けての公開は課題として残されている。一次試験の得点の受験者への

公開はとくに問題なく近い将来に実施される可能性がある。一方、二次試験の面接などに

ついての結果は学内における客観的判断としての合意はあるが、受験生に公開する場合の

問題点について現状では検討が充分ではなく、広く意見を聴取した上で結論を出したい。 
 

(3) 入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況 
［現状の把握］ 

2003 年度から 2006 年度までは前期と後期の 2 回、2007 年度以降は 1 月下旬に 1 回の

入試となり、その結果志願者数の増加がみられ入学難易度の順位が最高位に近づいた。そ

の変化をより詳細に検討し、今後の入学者選抜の参考とするため、入学後の動態について

調査が行われている。主な調査内容は入試から 3 年次までの成績の推移をもとに、①入学

時と入学後での成績相関関係、②現役浪人別および男女別での違い、③都道府県別の入学

者の推移、④高等学校調査書の評点と入学後の成績などである。調査の結果、2003 年度以

前に比べ新たな入試制度によって学生の質の向上が認められた。また 3 年次までに限るが

入学時の成績上位者は入学後も上位にある。入学後の成績は現役、1 浪，2 浪の順の傾向

がある。高等学校の調査書の評点が高い学生は入学後も成績が良い。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

入学者の追跡調査から質の高い学生像が見えてくる。この調査は入学後の学科試験をも

とに行われたもので、入学時に学力のある者はその後もその力を維持していることが推察

される。一方、入学選抜で大きく問題とした人間性やコミュニケーション能力についての

検証は組織的に行われていない。 

入学者の出身が関東とくに東京に集中し、他の地方出身者は減少傾向にある。従来本学

出身者は日本全国に広く分布し地域医療を支えてきたことから、この現状を問題視するも

のもある。 

 

［改善策］ 

入学者の追跡調査は 6 年間の大学在学期間にとどまらず、卒業後も長く継続して実施す

ることが望ましい。長期にわたる情報の分析から問題点の抽出と解決が期待される。現代

医療では患者さんとの信頼関係がまず求められ、チーム医療では医療従事者間での相互理

解が基本となる。このような現状からコミュニケーションと自己表現能力の重要性は明ら

かで、入学者選抜における評価と入学後の教育への適応との関係を調査し評価することが
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求められる。 

 

４．入学者選抜方法の検証 

(1) 各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

［現状の把握］ 

入学試験問題は複数の入試問題作成委員によって作問され、充分な検討が行われた上で

入試委員会に提出される。入試委員会は高等学校の指導要領の詳細に疎く、専門性の違い

などから試験問題について検討を行うものの、その精度は高いとはいえない。一方、学外

者による試験前の問題の検討は機密性の保持のため行われていない。各試験問題の平均点、

最高点、最低点、標準偏差、得点分布等は教授会議で公開し検証されている。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
各科目の入試問題は予備校や受験参考書により評価がされているが、これまで内容や難

易度など特筆するような事はない。理科については 3 科目のうち 2 科目を選択することか

ら科目間の点数分布の差が問われているが、現状では特段の問題はない。 
 

［改善策］ 
入学試験はわずかのミスも許されないことを常に念頭において作業を進める必要がある。

とくに問題作成時の繰り返しの内容と語句の点検は怠らないようにして、誤りを未然に防

ぐことが肝要である。問題内容の検証については学外者に委ねるつもりはないが、学内に

おける新たな検証は必要と思われる。また問題の多様性と質の管理から各大学の入試過去

問題を共有して活用する「入試過去問題活用宣言」に本学も参加する。 
 

５．定員管理 

 (1) 学生収容定員と在籍学生数、（編）入学定員と（編）入学者数の比率の適正性 

［現状の把握］ 

学生収容定員は 600 名である。最近 5 年間の在籍学生数状況を見ると、一番在籍学生数

の多かった 2005 年度でも学生収容定員に対して 1.07 倍であり、適正に保たれていると思

われる。入学者定数は 100 名である。 
 入学者 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計 留年

2004 年度 100 100 106 106 119 109 93 633 13

2005 年度 100 103 100 110 100 120 107 640 8

2006 年度 100 100 103 103 108 102 116 632 10

2007 年度 102 103 98 106 105 104 100 616 4

2008 年度 103 103 103 99 104 106 102 617 

なお、本学は編入学を行っていない。 
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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

2003 年度入学試験から試験日程を変更した。従来は 2 月の下旬に試験を行っていたた

め、本学が第一志望校の受験生が多く、合格者の入学辞退は非常に少なかったが、新日程

(1 月末)となってからは国立大学との併願者が増えて入学辞退者が多くなり、納入金の返還

問題により入学辞退を 3 月 31 日まで認めることになったため、若干多めに合格者を発表

している。 
 

［改善策］ 
著しい欠員はなく、定員超過も恒常的には存在していないため、特に問題はない。 

 
(2) 著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性 

著しい欠員はなく、定員超過も恒常的には存在していないため、特に問題はない。 

 

 

６．編入学者、退学者 

 

(1) 退学者の状況と退学理由の把握状況 

［現状の把握］ 

最近 5 年間の退学者合計は 6 名である。  

 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 
退学者 1 0 1 2 2 

 
退学の理由は、死亡 1 名、進路変更 2 名(医師になる自信がなくなった。本来、医師志望

ではなかった。) 他大学医学部への入学 3 名である。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

他大学医学部へ入学するために退学した 3名の学生は国立大学医学部との併願者である。

国立大学との併願者が圧倒的に多いため、この傾向は今後も継続すると思われる。 
 
［改善策］ 

  進路変更のための退学について、本人の意思よりも親の希望が優先されているケースが

多く、高学年に進むほど学生本人が精神的に厳しい状況に追い詰められることになる。教

学委員会では早い段階でシグナルをキャッチしフォローするため、精神科医を含めたサポ

ート体制を開始した。 
 

 


