（2017年度）
藤田保健衛生大学医学部 平成29年度
入試概要
（速報）
募集内容、選抜方法等については、平成29年度学生募集要項で必ずご確認願います。

入学試験日程
学科名称（定員）

試験区分

募集人員 出願期間（〆切必着）

高等学校長推薦

90名

一般入試

医学科

10名以内

（地域枠
10名を含む）

11月 1 日（火）から
11月 9 日（水）まで

12月 5 日（月）から
1 月13日（金）まで

（120 名）
センター試験
利用入試（前期）

10名

12月16日（金）から
1 月13日（金）まで

センター試験
利用入試（後期）

10名

2月 6 日（月）から
2月27日
（月）まで

試験日

合格発表日

試験会場

適性：11月13日（日） 11月16日（水）

本学

面接：11月20日（日） 11月25日
（金）
学科：1月21日（土）

1月28日（土）

名古屋・東京
大阪

面接：1月31日
（火）
又は 2月 1 日
（水）

2月 3 日（金）

本学

一次：センター試験

2月 8 日（水）

二次：2月14日
（火）

2月20日（月）

一次：センター試験

3月 9 日（木）

二次：3月15日
（水）

3月16日（木） 名古屋・東京

本学

平成29年度（2017年度）入試の主な変更点
入試制度

学科

変更項目

平成２８年度募集要項

➡

＜高等学校長より推薦される者＞

出願資格

学校教育法第90条第1項に基づく、日
本国内の高等学校（３年）若しくは中
等教育学校（6年）の全日制普通科（理
数科を含む）の全課程を平成27年3月
に卒業した者又は平成28年3月までに
卒業見込みの者で、合格した場合、本
人及び保護者が入学することを確約で
きる者（専願）

＜高等学校長より推薦される者＞
１）学校教育法第90条第1項に基づく、日本国
内の高等学校（３年）若しくは中等教育学
校（6年）の全日制普通科（理数科を含む）
の全課程を平成29年3月までに卒業見込み

➡

語・数学・理科の3教科も全て4.0以上の者
うち２科目以上を履修若しくは履修見込み
の者。

＜大学課程履修者で自己推薦する者＞

４）合格した場合、本人及び保護者が入学する
ことを確約できる者（専願）。

＜廃止＞
募集人員

20名（大学課程履修者若干名含む）

➡

試験日

平成27年11月8日（日）

➡

募集人員

70名

募集人員

10名

医学科
般
入

前期・愛知県地域枠

試 後期
センター試験利用入試
（前期）

の者（現役生）
２）調査書の全体の評定平均値4.0以上かつ外国
３）数Ⅲ及び基礎を付さない物理・化学・生物の

推薦入試

一 前期

平成２９年度募集要項

入試制度
募集人員

5名

10名以内
学習能力適性検査日：平成28年11月13日（日）
面 接 試 験 日：平成28年11月20日（日）

➡

90名（地域枠10名を含む）

➡

＜廃止＞

➡

10名
＜新設＞
募集人員：10名
一次試験（大学入試センター試験）試験科目：
・国語（古文漢文を含む全範囲）

センター試験利用入試
（後期）

入試制度

➡

・外国語（英語＜リスニングを含む＞）
・数学（「数学Ⅰ
・数学Ａ」、
「数学Ⅱ・数学Ｂ」）
・理科（物理・化学・生物の３科目から２科目選択
・地歴公民（全科目から1科目選択）
二次試験会場：名古屋、東京
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入学試験概要

●医学科（合計：120名）

試験区分

推薦入試

一般入試

学科募集人員

１０ 名以内

90 名（地域枠１０名を含む）

平成28年11月 1 日（火）〜平成28年11月 9 日（水）

平成28年12月 5 日（月）〜平成29年 1 月13日（金）

出願期間

（締切日必着）

試験日

学習能力適性検査日

平成28年11月13日（日）

学科試験日

平成29年1月21日（土）

結果発表日

平成28年11月16日（水）

学科試験結果発表日

平成29年1月28日（土）

面接試験日

平成28年11月20日（日）

面接試験日

平成29年1月31日（火）または2月1日（水）

合格発表日

平成28年11月25日（金）

試験会場

本学のみ
●学習能力適性検査

入試科目

○英語

〈90分〉

○数学

〈90分〉

○小論文

〈50分〉

平成29年 2 月 3 日（金）
●学科試験…名古屋・東京・大阪
●面接試験…本学のみ
●学科試験〔4科目〕
○外国語 コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ 〈90分〉
○数 学 数学Ⅰ･数学Ⅱ･数学Ⅲ・数学A・数学B（数列、ベクトル）
〈100分〉
○理 科 〈120分〉
【物理・化学・生物の3科目から2科目を試験場で問題配布後に選択】

●面接試験
○面接（個人面接、グループ面接）

〔物理〕 物理基礎・物理
〔化学〕 化学基礎・化学
〔生物〕 生物基礎・生物

●面接試験
学科試験の結果において、選抜された受験生には、
面接試験日に「個人面接」を実施する。
下記①〜④の全ての条件を満たす者。
①学校教育法第 90 条第 1 項に基づく、日本国内の高等学校
（3 年）
若しく は中等教育学校（6 年）の全日制普通科（理数科を含む）
の全課程を平成 29 年 3 月卒業見込みの者。
②調査書の全体の評定平均値4.0 以上、かつ外国語・数学・理科
の 3教科も全て 4.0 以上の者。
③「数学Ⅲ」及び「基礎を付さない物理・化学・生物のうち2科
目以上」を履修若しくは履修見込みの者。
④合格した場合、本人及び保護者が入学することを確約できる者
（専願）
。

出願資格

（1）下記①〜⑧のいずれかの条件を満たす者。
①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び平成29年3月卒
業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外
の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。）及び
平成29年3月修了見込みの者。
③外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び平成29年
3月修了見込みの者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
④文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして
認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び平成29年3月
までに修了見込みの者。
⑤専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であること、その他の文
部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で、文部科学大臣
が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
⑥文部科学大臣の指定した者。
⑦高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格
した者。
（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。）
⑧本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者
と同等以上の学力があると認めた者で、平成29年3月31日までに
18歳に達する者。
（2）地域枠を志望する場合は、上記（1）に加え、下記①および②を満
たす者（出身都道府県は問わない）。
①将来、愛知県の地域医療に貢献する熱意と能力を有する者。
②愛知県及び藤田保健衛生大学からの修学資金を受給し、卒業後（医
師免許取得後）、本学又は関連病院（愛知県内）で、初期研修（2年）
及び（3年）の5年間勤務し、その後愛知県が指定する公的医療機関
において5年間地域医療に従事することを確約できる者。
1.採用人数：10名〈一般入試とセンター利用入試（後期）と併せて10名〉
2.条
件：入学試験成績上位者で申請手続きを行った者（地域枠入学者除く）
3.選
考：成績上位者から順に採用する。
4.貸 与 額：年額150万円
5.貸与期間：6年間
6.返還免除：卒業後直ちに本学病院又は本学で指定した医療機関で一定期間
医師の業務に従事したときは奨学金の返還を免除する。

成績優秀者
奨学金制度
入学検定料

¥60,000

¥60,000

選抜方法については募集要項で確認してください。

02

試験区分

センター試験利用入試（前期）

センター試験利用入試（後期）

学科募集人員

10 名

10 名

平成28年12月16日（金）〜平成29年 1 月13日（金）

平成29年 2 月6日（月）〜 2 月27日（月）

出願期間

（締切日必着）

試験日
合格発表日
試験会場

一次試験日（センター試験） 平成29年1月14日（土）
・15日（日）

一次試験日（センター試験） 平成29年1月14日（土）
・15日（日）

一次試験結果発表日

平成29年2月 8 日（水）

一次試験結果発表日

平成29年3月 9 日（木）

二次試験日

平成29年2月14日（火）

二次試験日

平成29年3月15日（水）

平成29年 2 月20日（月）
二次試験会場

平成29年 3 月16日（木）

本学のみ

二次試験会場

●一次試験〔大学入試センター試験を利用して行います〕

入試科目

【前期】４教科型
○国語（近代以降の文章）
○外国語（英語 < リスニングを含む >）
○数学（｢数学Ⅰ・数学Ａ｣、｢数学Ⅱ・数学Ｂ｣）
○理科【物理・化学・生物の 3 科目から 2 科目選択】
●二次試験
一次試験の結果において、選抜された受験生には二次
試験「個人面接」を実施する。

出願資格

成績優秀者
奨学金制度
入学検定料

名古屋、東京

●一次試験〔大学入試センター試験を利用して行います〕
【後期】５教科型
○国語（古文漢文を含む全範囲）
○外国語（英語 < リスニングを含む >）
○数学（｢数学Ⅰ・数学Ａ｣、｢数学Ⅱ・数学Ｂ｣）
○理科【物理・化学・生物の 3 科目から 2 科目選択】
○地歴公民【全科目から 1 科目選択】
●二次試験
一次試験の結果において、選抜された受験生には二次
試験「個人面接」を実施する。

下記①〜⑧のいずれかの条件を満たす者。

下記①〜⑧のいずれかの条件を満たす者。

①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び平成29年3月
卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以
外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。）
及び平成29年3月修了見込みの者。
③外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び平
成29年3月修了見込みの者又はこれに準ずる者で文部科学大臣
の指定した者。
④文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして
認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び平成29年3
月までに修了見込みの者。
⑤専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であること、その他の
文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で、文部科学大
臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した
者。
⑥文部科学大臣の指定した者。
⑦高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試
験に合格した者。
（旧規程による大学入学資格検定に合格した者
を含む。）
⑧本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した
者と同等以上の学力があると認めた者で、平成29年3月31日ま
でに18歳に達する者。

①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び平成29年3月
卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以
外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。）
及び平成29年3月修了見込みの者。
③外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び平
成29年3月修了見込みの者又はこれに準ずる者で文部科学大臣
の指定した者。
④文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして
認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び平成29年3
月までに修了見込みの者。
⑤専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であること、その他の
文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で、文部科学大
臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した
者。
⑥文部科学大臣の指定した者。
⑦高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試
験に合格した者。
（旧規程による大学入学資格検定に合格した者
を含む。）
⑧本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した
者と同等以上の学力があると認めた者で、平成29年3月31日ま
でに18歳に達する者。

1.採用人数：10名〈一般入試とセンター利用入試（後期）と併せて10名〉
2.条
件：入学試験成績上位者で申請手続きを行った者（地域枠入学者除く）
3.選
考：成績上位者から順に採用する。
4.貸 与 額：年額150万円
5.貸与期間：6年間
6.返還免除：卒業後直ちに本学病院又は本学で指定した医療機関で一定期間
医師の業務に従事したときは奨学金の返還を免除する。

￥40,000
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学費等納入金（平成29 年度）学費を大幅に値下げします。
学

科

内

学納金

医学科

訳

1 学年

2 学年以上

入学金

1,500,000 円

−

授業料

2,500,000 円

2,500,000 円

500,000 円

1,000,000 円

教育充実費

1,800,000 円

1,200,000 円

合計

6,300,000 円

4,700,000 円

6,000 円

6,000 円

実験実習教材費

学友会費（年会費）

委託徴収金※1

同窓会費（終身会費）

150,000 円

−

父母の会費（入会金）

60,000 円

−

父母の会費（年会費）※2

80,000 円

80,000 円

296,000 円

86,000 円

合計

※1 委託徴収金は、平成28年度金額を表示しています。※2 父母の会費（年会費）は、平成29年度より改定（値下げ）を予定しています。

学費総額（６年間）

➡

3,620万円

-640万

2,980万円

円

減

奨学金制度・提携教育ローンについて
■医学部修学資金貸与制度
対象

愛知県地域枠入学試験を受験して入学し、かつ本学医学部に在籍する者

条件

１）医師の資格を取得した後、直ちに本学の大学病院又は本学で指定する医療施設において5年以上継続して医師の業務に
従事できる者
２）前記１）に引き続き、愛知県の指定する医療機関において、愛知県の指定する期間に継続して医師の業務に従事す
ることを誓約できる者
3）連帯保証人１名及び保証人若干名を付することができる者

貸与額

（１）本学の修学資金制度（貸与総額 900万円）
①入学年度に年額 500万円
②２年次以降は年間80万円を５年間
（２）愛知県の修学資金制度（貸与総額1,110万円）
①入学年度は月額17万5千円
②２年次以降は月額15万円を5年間

返還免除

卒業後（医師免許取得後）、本学又は関連病院（愛知県内）で臨床研修及び後期研修の5年間勤務し、その後愛知県が
指定する公的医療機関において5年間地域医療に従事すると修学資金の返還が免除されます。

■提携教育ローン（医学部）
プラン名

提携会社

ドクター奨学プラン

セディナ学費ローン

ジャックスの教育ローン

㈱オリエントコーポレーション

㈱セディナ

㈱ジャックス

使途

学費等納入金（入学金・授業料・施設設備費等）

利用可能額

2,000 万円まで

返済期間
問い合わせ先

最長 15 年

0120-517-325

0120-686-909

0120-338-817

インターネット出願について
本学は、平成29年度（2017年度）入学者選抜試験よりインターネット出願の導入を予定しています。
詳細については、平成28年8月以降に大学ホームページに関連ページを掲載する予定です。
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