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第５章 学生の受け入れ 
１ 現状の説明 

（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。 

＜1＞大学全体 

  本学では、医学部・医学研究科のそれぞれの学生募集要項・大学ガイド及びホームペ

ージにおいて学生の受入れ方針を明示している。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 本学ではアドミッションポリシーを定め、選抜方法を公表し、それに基づい 

て入試委員会で選抜を行っている（資料 5-1）（資料 5-2）。 

学生募集では、本学の建学の精神を理解し、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。

オープンキャンパスを 8 月から 9 月にかけて 3 回実施し、大学の教育内容や入学試験

の概要について説明を行っているが、その際にも大学の教育理念を明示している。 

［アドミッションポリシー］ 

1．バランスのとれた学力  

2．医学を志す心構え  

3．思いやりの心と豊かな人間性  

4．コミュニケーション能力 

 

B．看護学科 看護学科では、入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）を学生募

集要項及びホームページで次のように明示している（資料 5-3）。 

［アドミッションポリシー］ 

1．創設者の建学の精神・教育理念に深く共鳴している人 

2．病める人々の苦しみに共感し、人々の健康に関心を持っている人 

3．看護に必要な知識や技術の修得に努力できる人 

4．看護を学ぶうえで必要な基本的知識を修め、判断力を身につけている 医療チ

ームの中で活動できるために人との関わりの素地を持っている人 

5．医療チームの中で活動できるために人との関わりの素地を持っている人 

6．自分の人生をより良く生きるために、チャレンジ精神を持っている人 

7．他者との良いコミュニケーションができる素地を持っている人 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科では、入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）を大学

院ガイド、学生募集要項及びホームページで次のように明示している（資料 5-4）（資

料 5-5）。 

［アドミッションポリシー］ 

本大学院博士課程では人類の健康と福祉に貢献でき、研究意欲のある者を求めます。 
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B．看護学専攻修士課程 受け入れ方針を明示して、その方針に基づき入学選抜を実施し      

ている。これらは、ホームページ、大学院ガイドに明示して公表をしている（資料 5-6）

（資料 5-7）。 

［アドミッションポリシー］ 

1．看護基礎教育を受け、専攻分野における基礎知識を有している者 

2．看護実践から生じた問題意識を大学院で学修・研究する明確な意志がある者  

3．将来、看護実践の場あるいは教育や研究の場で貢献する意志がある者 

 

（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って

いるか。 

＜1＞大学全体 

  医学部・医学研究科において、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募

集及び入学者選抜を行っている。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 学生の選抜方法は、一般入試による方法で、2 月上旬に一次試験として筆記

試験を行っている。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、オープンキャンパス、予備校などへの各種相談会を利用して、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伝えてい

る。入学願書は大学ガイドとともに例年 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。なお、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。 

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（集団・個人）を行っている。合格者は、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。平成 27 年(2015 年)度入試では約 2,400 名

の志願者数となっている（基礎データ表中）。 

 

選抜プロセスは客観性の原則に基づき公平に履行されている。学力を中心とした一次

試験と面接を中心とした二次試験が行われており、一次試験については出題問題の事

前、事後の検証も行われている。二次試験に関しては一人の受験生に対し 1 時間に及

ぶ面接時間を使っている。現行の入学試験一次試験は、幅広い多様な受験生を受け入

れるため、理科（物理・化学・生物より 2 科目選択）、数学、英語から構成されている。

各科目 100 点満点とし、４科目の成績の合計点に、一定の基準により調査書に基づく

評価を加えて一次総合点としている。受験者数により変動するが、一次総合点の上位

約 20%以内を目安として、一次合格者を判定している。一次合格者に対して、二次試

験として複数の面接委員（3 名）による面接試験を課している。現行の二次試験（面接

試験）は、面接員に受験生に関する情報を与えない（バイアスをかけないで公平に評

価する）集団面接と、調査書情報を事前に面接員が吟味しておく個人面接から成り、

調査書上、問題のある受験生については、個人面接において特に注意深く評価を実施
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するようにしている。二次試験実施前に、面接評価の FD を実施し、評価基準を明示し、

各面接（集団面接及び個人面接）における評価方法の統一を図っている。集団面接に

おいては、良識・教養、自己表現力、コミュニケーション能力を特に重視しており、

個人面接試験においては、特に医学部進学の強い意志と動機、入学後に能力を伸ばす

ことができるかどうかを重視して、人物を注意深く評価している。面接評価では、一

定水準に満たない場合、一次試験の成績に関わらず不可としている。 

 

［志願者数、受験者数及び合格者数］ 

 2015 年度 2014 年度 2013 年度 2012 年度 2011 年度 

募集人数 110 110 110 110 110 

志願者数 2,400 2,574 2,781 2,507 2,574 

一次試験受験者数 2,183 2,368 2,557 2,201 2,246 

一次試験合格者数 450 490 450 450 450 

二次試験受験者数 418 462 424 425 421 

二次試験合格者数 155 155 155 155 155 

二次試験補欠者数 225 269 239 229 224 

繰上合格連絡者数 184 152 203 181 170 

入学者数 112 111 112 112 111 

倍率 14.1 15.3 16.5 14.2 14.5 

（募集人数は東京都地域枠 5 名を含む） 

 

B．看護学科 入試委員会において入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）に沿

って入学者選抜方針を策定し、広報委員会と協働して入試情報を学生募集要項及びホ

ームページ、パンフレット等に掲載するとともにオープンキャンパス（年 3 日間）、学

外進学相談会などを通して、受験希望者に伝えている。 

入学者選抜試験は、大学学則その他の規程に基づき、看護学科入試委員会が実施方法

を検討した上で実施し、その結果を基に同委員会で合否判定案を作成し、看護学科教

授会議の議を経て学長が合格者を決定している。入学者選抜試験は、センター試験を

利用せずに一般入学試験のみで行っている。一次試験（学力試験）として国語（国語

総合、国語表現Ⅰ 古文・漢文を除く）、数学（数学Ⅰ、数学Ａ）英語（英語Ⅰ、Ⅱ）、

理科（化学、生物の 2 科目のうち、あらかじめ届け出た 1 科目）を実施している。但

し，化学は化学基礎，生物は生物基礎とする。一次試験合格者を対象に二次試験とし

て入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）に沿って評価基準を設けて面接

試験を行うとともに、高等学校調査書も考慮し、総合的に判定している。過去の志願

者数、受験者数、合格者数は以下の通り（基礎データ表中）。 

 

［志願者数、受験者数及び合格者数］ 

 2015 年度 2014 年度 2013 年度 2012 年度 2011 年度 2010 年度 

募集人数 60 60 60 40 40 40 
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志願者数 610 574 613 350 315 329 

受験者数 559 527 546 300 279 291 

合格者数 90 90 75 67 67 67 

入学者数 60 60 60 42 42 42 

倍率 6.2 5.9 7.3 4.5 4.2 4.0 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科では、入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）に沿

って入学者を選抜している。募集については、学内での掲示、本学同窓生向け新聞で

の募集の掲載、ホームページにも募集要項を掲載して、募集の周知を行っている。   

入学者の選抜については、書類選考及び小論文、外国語（英語）試験、面接試験を行

い、学力及び研究に対する意識、人物について総合的に評価している。入学試験の合

否については、大学院医学研究科（博士課程）入学試験委員会及び医学研究科委員会

において厳正に審議の上、決定している。 

 

B．看護学専攻修士課程 受験インフォメーションを作成し近隣の病院、都立病院、都立

看護専門学校、がん拠点病院、大学院生が在籍している医療機関へ送付を行い、学内

者のみでなく学外者への学生募集案内も積極的に行っている。学外者は開設時より、

50～70％である。入学選抜については、入学後の入学者の意向と学びとの齟齬があっ

てはいけないとの考えから事前面接を実施している。入試は筆記試験、面接試験を実

施し、学力及び人物について総合的に評価する体制を整えている。合格者は、入試判

定会議を経て、研究科委員会（修士課程）において審議が行われ決定されている。 

 

（３）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき

適切に管理しているか。 

＜1＞大学全体 

医学部・医学研究科において、適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在

籍学生数を収容定員に基づき適切に管理している（基礎データ表中）。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 医学部医学科であるため、入学定員は文部科学省により規制されており、在

籍学生数も他学部に比べ厳しい制限が課されている。本学は文部科学省の指導に従い

学生定員を守っている。 

 

B．看護学科 看護学科では少人数制による丁寧な教育に主眼をおいて入学定員を平成

19 年(2007 年)度から平成 24 年(2012 年)度まで 40 名、平成 25 年度からは少人数制教

育を維持しながらも社会の医療・看護需要の拡大を踏まえ、60 名に増員している。平

成 27 年(2015 年)度の在籍学生数は収容定員数 220 名に対し、221 名（1.005 倍）とな

っており、適正に管理しているといえる。 
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＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科では専攻を医学系のみの 1 系とし、定員は一括 1 学年 66 名、

総定員 264 名である。平成 27 年（2015 年）5 月現在の在籍者数は 130 名で、定員充

足率は 49.2％となっている。 

 

B．看護学専攻修士課程 定員は 1 学年 10 名である。平成 27 年（2015 年）度在籍者指

数は 1.05（21 人）であり、おおむね適正に管理されている。 

 

（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施

されているかについて、定期的に検証を行っているか。 

＜1＞大学全体 

  医学部・医学研究科において、学生募集及び入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基

づき、公正かつ適切に実施されているかについて、定期的に検証を行っている。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 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、医学科長、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。このように入試委員会の入学者選抜は入試委員会決定後に検証され

たうえで、最終的入学者決定となるシステムとなっている。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、学長諮問会議において毎年行わ

れている（資料 5-8）。 

 

B．看護学科 次年度の学生募集方針を決定するにあたり、入試委員会において、在籍学

生の入学試験種別による入学後の成績等を基に入学者受け入れ方針に基づいた選抜が

実施できているかどうかの検証を行っている。また、より長期的な展望で学生募集及

び入学者選抜の方法について継続的に検討する組織として看護学科入試検討委員会を

置き、より公正かつ適切な学生募集及び入学者選抜が実施できるよう方針を決定して

いる（資料 5-9）。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 入試委員会及び医学研究科委員会において、学生募集、入学選抜方法につ

いて審議している（資料 5-10）。 

 

B．看護学専攻修士課程 入試委員会で、学生募集、入学者選抜実施方法の妥当性につい

て、その都度審議を行っている。研究科委員会（修士課程）においても募集要項等の

配布を実施し、検証を行っている。 
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２ 点検・評価 

●基準 5 の充足状況 

＜1＞ 医学部 

学生の受け入れ方針はアドミッションポリシーに明示しており、これに基づき、公正に

入学者を選抜している。定員は、医学科が110名、看護学科が60名であり定員超過率は医学

科は1.02、看護学科は1.00であり適正に行われている。また、各種委員会が学生募集、入学

者選抜が適切に実施されるよう定期的に検証している。  

施設として各講義室、実験室は収容可能に設計されているため、スペースには余裕があ

るため、基準5を充足している。  

 

＜2＞医学研究科  

学生の受け入れ方針はアドミッションポリシーに明示しており、これに基づき、公正に

入学者を選抜している。博士課程では定員充足率は 0.49 で、一層の増加が望まれる。入学

委員会が、学生募集、入学者選抜が適切に実施されるよう定期的に検証しているため、基

準 5 を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 医学科の入学志願者は、例年 2,500 名前後で推移しており安定した志願者数

を確保できている。また、入学試験成績データ（面接データを含む）と入学後の成績

データとを連結して、入学試験の成果を検証できるシステムができている。 

 

B．看護学科 看護学科の志願者倍率は、平成 24 年(2012 年)度 40 名定員で 8.8 倍と高倍

率を達成しており、60 名へと定員増となった平成 25 年(2013 年)度には 10.2 倍と定員

増も高倍率を維持している。一方、看護師国家試験合格率・保健師国家試験合格率に

於いても高水準を維持している（資料 5-11）。入学者受け入れ方針（アドミッション・

ポリシー）に基づいて、その都度学生の募集及び入学者選抜に関して検証を行い改善

していることが、定員増という変化にあっても、このような志願者の量と質の確保に

つながっている。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 定員充足率は徐々に改善されている（基礎データ表中）。 

 

B．看護学専攻修士課程 入学定員を概ね充足しており、最近 5 年間はコンスタントに学

位が授与されている。修了者の専門看護師認定試験受験に繋がっている（基礎データ

表中）。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 入学試験成績とその後の学部での学業成績や学習態度との追跡調査を行って
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いるが、面接試験の方法や課題選定に関しては今後さらに、医師になるべき素質を評

価するための改善が必要である。 

 

B．看護学科 平成 24 年(2012 年)度一般入学試験より、理科科目が化学Ⅰ・Ⅱ又は生物

Ⅰ・Ⅱのいずれかを選択する方式から、化学Ⅰ、生物Ⅰの 2 科目のうち 1 科目を選択

するように変更となった。さらに，平成 27 年(2015 年)度一般入学試験より高等学校学

習指導要領の改訂に合わせて，理科科目を化学（化学基礎），生物（生物基礎）に変更

した。このことによる志願者数及び入学者の質への影響を捉えつつ、入学試験におけ

る理科科目の設定の在り方について継続的に検討を行っていく必要がある。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 大学院生と初期臨床研修医を兼ねることを認めていないが、基礎系・社会

健康医学系の領域に関しては認められないかを継続して検討していく必要がある。

また、外国人留学生が少ないので、受入れ体制を整える必要がある。 

 

B．看護学専攻修士課程 志願者が一部の分野に偏っての応募があるため、幅広い専攻分

野選択を示して、偏りのない入学者を確保していく必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 平成 27 年度(2015 年度)、教育センター内にアドミッション部門が新設され

た。今後、高大接続の中教審答申での入試改革に対応するための組織である（資料 5-12）。 

 

B．看護学科 看護学科入試委員会及び看護学科入試検討委員会が中心となって、学生の

受験行動を分析し、入学生の質を担保している。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 教育・研究の人材育成の国際化の推進が言われているなかで、大学院生の

秋入学について検討を進めることで、春入学と合わせることで志願者の増員が期待さ

れる。 

 

B．看護学専攻修士課程 専門看護師課程修了者の専門看護師認定試験受験者は、全員が

認定を受けている。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 入学試験での面接試験に関しては、諸外国での事例を参考に、multiple  

mini-interviews などより良い面接試験の方法論について、入試委員会で検討を開始す

る。 
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B．看護学科 看護学科入試検討委員会において、入学後の学生の成績状況をフォローし、

入学試験の理科科目変更の影響の有無を確認、検討していく。必要時には、入学試験

科目の見直しを行うとともに、入学後における基礎知識の補強について、カリキュラ

ム委員会及び教学委員会で検討する。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 大学院生と初期臨床研修医を兼ねることを認めていないが、基礎系・社会

健康医学系の領域に関しては認められないかを大学委員会にて検討する。外国人留学

生の受入れ体制、受験方法を大学院委員会中心に検討を開始する。 

 

B．看護学専攻修士課程 社会ニーズに合わせての専門看護師教育課程の新設提案を研究 

科委員会にて行った。地域連携保健学分野に専門看護師教育課程として「在宅看護教 

育課程」を申請すること、がん看護と急性重症患者看護の教育課程を現行 26 単位から 

38 単位に移行する方針が示され高度実践看護師課程検討ワーキングを設置し準備を開 

始した。 
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資料 5-3 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 平成 27 年度学生募集要項 

資料 5-4 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科（博士課程）大学院ガイド 2015 年度 

(既出 資料 1-6) 

資料 5-5 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科博士課程大学院募集要項一次 

・二次募集 2015 年 (既出 資料 1-7) 

資料 5-6 看護学専攻修士課程・受験に関するインフォメーション-大学院ガイド-2015

    (既出 資料 1-8) 

資料 5-7 東京慈恵会医科大学大学院 医学研究科看護学専攻修士課程 2015 年度 

募集要項 

資料 5-8 東京慈恵会医科大学医学部医学科入学試験施行規程 

資料 5-9 東京慈恵会医科大学医学部看護学科入学試験施行規程 

資料 5-10 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科（博士課程）入学試施行規程 

資料 5-11 国家試験の合格率 (既出 資料 4(4)-2) 

資料 5-12 東京慈恵会医科大学 教育センターホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/academic/edu_center.html 

(既出 資料 2-17) 

 

 

 

 

 


