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●試験に関する連絡●
試験に関する連絡や、今後の新型コロナウイルス感染状況に
より募集要項の内容に変更が生じた場合は、本学ホームページ
（下記 URL または右記 QR コード）等にてお知らせいたします
ので、確認してください。
https://www.tohoku-mpu.ac.jp/admission/

●個人情報の取扱について
東北医科薬科大学では、個人情報の保護に関する法律を厳守し個人情報の適切な取り扱いと最善の管理対策を
講じるよう努めております。資料請求や出願等にあたってご提出いただいた個人情報は、入学者選抜実施に関する
業務および調査・研究等の資料としてのみ利用します。
なお、資料請求や出願により提出された時点で、個人情報の取り扱いについて承諾・同意したものとします。
●入試過去問題活用宣言について
本学は、「入試過去問題活用宣言」に参加しており、入学試験問題について本学のアドミッション・ポリシーを
実現するために必要と認める範囲で、「入試過去問題活用宣言」参加大学の入試過去問題を使用して出題すること
があります。
入試過去問題を使用して出題する場合は、一部を改変することもあります。また、必ず使用するとは限りません。

●本学医学部の使命・教育研究目的・アドミッションポリシー

（入学者受入れ方針）

医

学

６年制

科

● 本学医学部の使命 ●
地域を支える総合診療医を育成し、
東北の復旧と復興を目指します。
一、地域医療を支える医師の育成

一、災害医療にも対応できる総合診療医の育成
一、卒業生の地域定着と医師派遣
一、薬剤・薬学の基礎知識を持つ医師の育成
一、被災地域住民に対する健康管理

● 教育研究目的 ●
医学に関する高度の専門的知識を修得させるとともに、日々発展する
先進的な医学への探求心を育み、地域医療に貢献できる医師の養成を主
たる教育研究目的とする。

● アドミッションポリシー ●
（入学者受入れ方針）

１、本学医学部の使命に共感し、将来、東北地方の地域医療・災害医療
に従事して、地域住民の健康を支える使命感に燃えた学生を求めて
います。

２、高度で専門的な知識と技能を兼ね備えながら、病める人とその家族
の思いに共感できる強い意志と柔らかな心を持った医師を志す学生
を求めています。

３、高等学校等で理科、数学、英語を十分に習得し、論理的に考える姿
勢と着実な学習習慣を身につけている学生を求めています。

－1－

●令和５年度入学者選抜募集概要
１． 募集人員

定員：100名
一

医学科

般

選

抜

修学資金枠
A方式

Ｂ方式

35名

20名

大学入学共通テスト利用選抜
一般枠

一般枠

40名

5名

２． 入学者選抜日程
試験区分

一

般

選

抜

出願期間

令和４年12月７日（水）〜令和５年１月８日（日）必着

一次試験日

令和５年１月21日（土）

実施都市

仙台試験場：東北医科薬科大学（小松島キャンパス）
東京試験場１：ベルサール渋谷ガーデン
東京試験場２：TOCビル
大阪試験場：グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）
札幌試験場：ACU-A
（アスティ45）

一次試験
合格発表

令和５年１月27日（金）

二次試験日
（一次試験
合格者のみ）

大学入学共通テスト利用選抜

令和５年２月４日（土）または５日（日）
※試験日は大学で指定

令和５年１月16日（月）～
令和５年２月14日（火）必着
大学入学共通テスト
令和５年１月14日（土）
15日（日）
※本学での個別試験は
課さない

令和５年２月24日（金）

令和５年３月２日（木）

実施会場

東北医科薬科大学（小松島キャンパス）

東北医科薬科大学
（小松島キャンパス）

二次試験
合格発表

令和５年２月10日（金）

令和５年３月10日（金）

納付金
納入

令和５年２月22日（水）午後２時まで

令和５年３月17日（金）
午後２時まで

書類
提出

令和５年３月９日（木）必着

令和５年３月23日（木）必着

入学
手続
期日

※出願はインターネット出願となります。
※出願については「インターネット出願の流れ（P.14）」をご確認ください。
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●一般選抜［修学資金枠
（A方式・B方式）
・一般枠］
医学を学ぶために必要な基礎学力に加えて、思考力、判断力、表現力、主体性を持って協調して学ぶ意欲など
を評価するため、筆記試験および小論文・面接試験を実施し入学者選抜を行います。

１． 募集人員（修学資金枠の詳細は、P.18～21を参照）
Ⅰ．修学資金枠

55名

※全国どの居住地からでも志願することができます。

Ａ方式（東北地域医療支援修学資金）
①宮城県医学生修学資金 貸与		
②宮城県以外の東北５県の医学生修学資金 貸与
青森県
岩手県
秋田県
山形県
福島県
Ｂ方式（東北地域医療支援修学資金）
宮城県以外の東北５県の医学生修学資金 貸与		

30名
1名
1名
1名
1名
1名
20名

※Ｂ方式については、東北５県いずれかの県の修学資金制度に申込を行うことが条件となります
（P.20,21に記載されている修学資金制度の中から１年次に申込を行う必要があります）。希望する
県の修学資金制度に採用されなかった場合は、必ず他の応募可能な県の修学資金制度に応募して
いただきます。P.20,21の修学資金制度を熟読の上、希望する県の修学資金について、令和５年度
の予定を県の担当課に必ず問い合わせ、確認してください。
Ⅱ．一

般

枠

40名（本学の修学資金制度を利用しない）

２． 出願期間
出 願 登 録 期 間：令和４年12月７日（水）午前10時～令和５年１月６日（金）午後１時まで
出願書類受付期間：令和４年12月７日（水）
～令和５年１月８日（日）必着

３． 出願資格（下記のいずれかに該当する者）
１）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和５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および令和５年３月修了見込みの者。
３）文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者。
（詳細はP.11参照）
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一般選抜［修学資金枠
（A方式・B方式）
・一般枠］
４． 出願書類

１）志願票
インターネット出願サイトの「マイページ」から出願登録の入力が完了すると、ダウンロードする
ことができます。印刷（プリントアウト）し、収納証明書※を貼付してください。
※顔写真データ：正面、
上半身無帽、
背景無地で３ヶ月以内に撮影したカラー写真データ
（JPEG形式・
3MB以下）をアップロードしてください。あらかじめインターネット出願サイト
内で顔写真登録に関する内容を確認の上、データファイルを準備してください。
試
 験当日の本人照合および入学後の学生証写真として使用します。制服・私服は
問いませんが、本学を卒業するまで使用するものとして相応しい服装にしてくだ
さい。
※収納証明書：コンビニエンスストアで入学検定料を支払い後、必ず受け取ってください。
２）履歴書
「マイページ」から出願登録の入力完了後に印刷（プリントアウト）してください。
※履歴書は面接試験の際の参考資料として活用します。
３）調査書
① 出身学校長が出願前３カ月以内（既卒者の場合は令和４年４月１日以降）に作成し、厳封した
ものを提出してください。
なお、卒業後５年が経過し出身学校より調査書が発行されない場合には、調査書の代わりに
卒業証明書を提出してください。
②


高等学校卒業程度認定試験合格者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）は、
調査書の代わりに合格証明書を提出してください。
高等学校卒業程度認定試験合格見込み者は、合格見込成績証明書を提出してください。

③


出願資格の３）
に該当する者（詳細はP.11参照）は、提出する書類がそれぞれ異なるため事前に
東北医科薬科大学 学務部入試課までお問い合わせください。

※調査書またはそれに代わる資料（卒業証明書等）は、面接試験の際の参考資料として活用します。
【その他】英語外部検定試験の成績証明書等（CEFR LEVEL もしくは４技能評価がわかるもの）の写し
※証明書は任意提出であり合否判定には使用せず、
入学後の教育の参考資料として活用します。
※出願書類は簡易書留・速達郵便で郵送してください。
※出願書類の郵送先は、入力完了後に印刷（プリントアウト）できます。
大学の住所とは異なりますのでご注意ください。

5． 入学検定料

入学検定料：60,000円
納 入 期 間：令和４年12月７日（水）～令和５年１月６日（金）
※入学検定料は、入力完了後に印刷（プリントアウト）した「納入手順書」を持参し、コンビニエンス
ストアでお支払いください。収納証明書を必ず受け取ってください。
注意：｢納入手順書」に記載されている期限までにお支払いください。
※期限を過ぎるとお支払いができません。

６． 受験票

出願書類を受領した数日後、登録したメールアドレスへ受験票発行の通知メールが届き、「マイページ」
から受験票を印刷（プリントアウト）できるようになります。記載内容を確認し、誤りがある場合は
ご連絡ください。
※受験票は大学から郵送されませんので、各自印刷して試験期日に持参してください。
※試験期日の５日前になっても「マイページ」から受験票をダウンロードできない場合はお問い合わせ
ください。
【連絡・問い合わせ先】学務部入試課 022-234-4181（代）
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一般選抜［修学資金枠（A方式・B方式）
・一般枠］
７． 選抜方法
〈一次試験〉
期
日：令和５年１月21日（土）午前８時50分までに集合
試 験 場：
東北医科薬科大学（小松島キャンパス）
仙 台 試 験 場

所在地：宮城県仙台市青葉区小松島４－４－１

ベルサール渋谷ガーデン

所在地：東京都渋谷区南平台町16－17
住友不動産渋谷ガーデンタワー

東 京 試 験 場

（会場は大学が指定）

TOCビル

所在地：東京都品川区西五反田 ７－22－17

大 阪 試 験 場

グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）

札 幌 試 験 場

ACU-A（アスティ45）

所在地：大阪府大阪市北区中之島５－３－51
所在地：北海道札幌市中央区北４条西５丁目

〈別図参照P.22,23〉

※東京試験場は大学が指定しますので、受験票で確認してください。
試験科目・時間：
試
数

学

外国語

験

科

目

試験時間

配点

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ

９：30～10：40（70分）

100点

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

11：40～12：50（70分）

100点

昼
理

科

食

12：50〜13：50（各自でご用意ください）

｢物理基礎・物理」､「化学基礎・化学」､
「生物基礎・生物」から２科目選択

13：50～15：50（120分）

200点

〈二次試験〉 ※一次試験合格者のみ
期
日：令和５年２月４日（土）または５日（日）午前８時50分までに集合
※試験日は大学で指定し、一次試験合格発表の際に通知します。やむを得ない理由で試験日
変更を申し出る場合は、令和５年１月30日（月）正午までに本学ホームページから申請手続
きをしてください。※申請状況によりご希望に添えない場合があります。
※二次試験では一次試験の受験票及び受験番号を使用します。
試 験 場：東北医科薬科大学（小松島キャンパス） 所在地：宮城県仙台市青葉区小松島４- ４- １
試験内容・時間：
試

験

内

容

試験時間

小論文（600字以内）
面

9：30～10：30（60分）

接（追加面接を行うことがあります）

11：40～18：00（予定）

※小論文・面接は、５段階評価を行い点数化して評価します。
※小論文では、文章や図表の読解力、論理構造の認識力、問題解決能力、提案能力、またそれらを的確
に文章表現する力を評価します。
※面接試験中、面接内容を録音します。
※小論文試験終了後、面接試験開始までの時間に昼食をとることができます。
面接試験が終了するまで外出はできませんので、昼食・飲み物等は事前に各自でご用意ください。
【合格者の決定】提出書類、学力試験、小論文、面接試験により総合的に選考し、合格者を決定します。
※調査書・履歴書は、面接試験の際の参考資料として活用します。
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一般選抜［修学資金枠
（A方式・B方式）
・一般枠］
８． 出願上の注意

１）修学資金枠Ａ方式（２県まで選択可能）、Ｂ方式、一般枠に希望順位をつけて出願することができ
ます（最大で第４希望まで選択可能）。合格者の判定は、成績順位と枠・方式の希望状況に従って
決定いたしますが、合格者の手続状況において欠員が生じた場合、受験者の希望順位に従って自動的
に希望上位の枠・方式に繰上げ合格を行いますので、希望しない枠・方式は「希望なし」を選択して
出願してください。なお、入学検定料納入後に希望順位、枠・方式の変更（取り消し）はできません。
・修学資金枠Ａ方式を希望する場合、希望する県を希望順位をつけて２県まで選択することができ
ます。合格者の判定は各県毎に行います。
・修学資金枠Ｂ方式の合格者の判定は、20名一括して行います。出願の際は、入学後応募する県の
参考とするため、宮城県以外の東北５県の内から１県または複数県選んでください。複数県を選
ぶ場合は希望順位をつけてください（合否判定には影響しません）。県によっては応募者を、当
該県出身者に限定している場合や、特定診療科での勤務を返済免除の条件としている場合があ
りますので（P.20,21参照）、各県の修学資金応募資格を十分ご確認ください。
・修学資金枠Ｂ方式では１年次に宮城県以外の東北５県の修学資金制度に必ず応募することが条件
となります。手続については、入学時のオリエンテーションで説明します。
Ｂ方式を希望する方は当該県ホームページの閲覧や担当課（P.20,21参照）への問い合わせを
行うなどして、早めに情報収集を行い準備を進めておいてください。
（県によっては修学資金制度の応募締切が早い場合がありますので、この場合は、入学手続後に

大学から応募についての案内をする予定です。）
なお、希望する県の修学資金制度に採用されなかった場合は、必ず他の応募可能な県の修学資金

制度に応募していただきます。
２）出願書類に不備がある場合には受理しません。
３）出願時の入学検定料と書類は、いかなる理由があっても返還しません。
４）一次試験の東京試験場は２会場ありますが、大学にて指定するため選択することはできません。
５）疾病または身体の障害等により、受験上の配慮を希望する場合には、出願する前に本学所定の申請
書を提出してください。
詳細は本学ホームページ（トップページ ＞ 入試情報 ＞ 受験上の配慮）または下記QRコードを参照
ください。
https://www.tohoku-mpu.ac.jp/admission/special_consideration/

なお、必ずしも要望に沿うことができるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
また、修学上（実習含む）特別な配慮が必要と思われる場合には、出願する前に学務部入試課にご
連絡ください。
※特 別な配慮が必要な場合、配慮の程度によりますが、試験会場は仙台会場（東北医科薬科大学
小松島キャンパス）となることがあります。

９． 合格発表

一次試験：令和５年１月27日（金）午後４時予定
二次試験：令和５年２月10日（金）午後４時予定
・合否結果はインターネット出願サイトの「マイページ」から確認してください。
・合格発表時刻よりも前にアクセスした場合は、その時刻になってから再度アクセスまたは更新をしない
と合否を確認できませんので、必ず合格発表時刻以降にアクセスしてください。
・合格発表時刻の直後はつながりにくい状態になる場合があります。その場合はしばらく時間をおいて
から再度アクセスしてください。
・二次試験合格者の決定および合格発表は、修学資金枠Ａ方式各県、Ｂ方式、一般枠に分けて行います。
・二次試験合格者には合格通知書および入学手続書類を、出願時に入力した保護者住所に速達郵便で送付
します。
（一次試験合格者については郵送による通知は行いません）
・二次試験合格者以外の二次試験受験者は「繰上げ合格対象者」となります。
※一次試験・二次試験ともに、学内掲示による合格発表は行いません。また、電話等による合否の問い
合わせには一切応じません。

－6－

一般選抜［修学資金枠（A方式・B方式）
・一般枠］
10．繰上げ合格について
合格者の入学手続状況により欠員が生じた場合に限り、繰上げ合格を順次実施いたします。繰上げ合格
は、
「繰上げ合格対象者」の中から成績順位と希望枠・方式に従って決定いたします。また既に合格し、
入学手続を完了している場合も、欠員状況に応じて上位の希望枠・方式へ自動的に繰上げを行います。
この際、いかなる理由があっても、その時点で合格（手続）している枠・方式に留まることはできません
ので、出願の際には希望しない枠・方式は選択しないでください。
繰上げ合格者には、出願時に入力した受験者本人（または保護者）の連絡先に４月上旬までに電話連絡
いたしますので、確実に連絡のとれる電話番号を登録してください。
１日経過しても連絡がつかない場合等は入学の意志が無いものとみなし、次の「繰上げ合格対象者」を
合格者として処理する場合がありますので、支障なく連絡が取れるように準備しておいてください。
なお、繰上げ合格者については、入学手続期間が大変短くなりますので、速やかに手続が行えるよう
準備をお願いいたします。

11．入学手続
入学手続は、所定の期間内に納付金納入および入学手続書類を本学に提出することによって完了します。
合格通知書に同封する「入学手続要項」に従い提出してください。
納 付 金：令和５年２月22日（水）午後２時まで
入学手続書類：令和５年３月 ９ 日（木）
）必着
※入学手続締切日までに所定の手続を行わない場合は、入学の意志がないものとして取り扱い、入学を
許可いたしません。

12．入学辞退について
入学辞退を申し出る場合は、学務部入試課まで電話連絡の上、下記期日までに本学所定の「入学辞退届」
を提出した者に限り、入学金を除いた納付金を返還します。辞退の場合は速やかに手続してください。
「入学辞退届」の提出は郵送にて 令和５年３月30日（木）必着でお願いいたします。
やむを得ず大学窓口で提出する場合は、令和５年３月31日（金）午前９時～正午（昼12：00）のみ受付
いたします。
※詳細については、合格通知書に同封する「入学手続要項」をご覧ください。

13．修学資金枠の入学者について（東北地域医療支援修学資金制度）
修学資金（Ａ方式：3,000万円／6年間、Ｂ方式：本学貸与分の1,500万円／6年間）は、直接本学に納入
され、学費（授業料、施設設備費、教育充実費）に充当されます。よって、修学資金で不足する学費分
（諸会費含む）は、個別に納付することになります。なお、Ａ方式およびＢ方式とも、入学納付金、保険料
（P.16参照）は入学手続時（修学資金貸与前）に個別に納付していただきます。
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●大学入学共通テスト利用選抜［一般枠]
医学を学ぶために必要な基礎学力に加えて、思考力、判断力、表現力、主体性を持って協調して学ぶ意欲など
を評価するため、大学入学共通テストの成績および面接試験を実施し入学者選抜を行います。

１． 募集人員
一

般

枠

５名（本学の修学資金制度は利用できません）

２． 出願期間

出 願 登 録 期 間：令和５年１月16日（月）午前10時～令和５年２月12日（日）午後１時まで
出願書類受付期間：令和５年１月16日（月）午前10時～令和５年２月14日（火）必着

３． 出願資格

下記のいずれかに該当し、大学入試センターが実施する令和５年度大学入学共通テストで、本学が指定
する教科・科目を受験する者
１）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および令和５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、および令和５年３月修了見込みの者。
３）文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者。
（詳細は本冊子P.11参照）

４． 出願書類

１）志願票
インターネット出願サイトの「マイページ」から出願登録の入力が完了すると、ダウンロードする
ことができます。印刷（プリントアウト）し、収納証明書※を貼付してください。
※顔写真データ：正面、
上半身無帽、
背景無地で３ヶ月以内に撮影したカラー写真データ
（JPEG形式・
3MB以下）をアップロードしてください。あらかじめインターネット出願サイト
内で顔写真登録に関する内容を確認の上、データファイルを準備してください。
試
 験当日の本人照合および入学後の学生証写真として使用します。制服・私服は
問いませんが、本学を卒業するまで使用するものとして相応しい服装にしてくだ
さい。
※収納証明書：コンビニエンスストアで入学検定料を支払い後、必ず受け取ってください。

２）履歴書
「マイページ」から出願登録の入力完了後に印刷（プリントアウト）してください。
※履歴書は面接試験の際の参考資料として活用します。
３）調査書
① 出身学校長が出願前３カ月以内（既卒者の場合は令和４年４月１日以降）に作成し、厳封した
ものを提出してください。
なお、卒業後５年が経過し出身学校より調査書が発行されない場合には、調査書の代わりに卒
業証明書を提出してください。
②


高等学校卒業程度認定試験合格者
（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）は、
調査書の代わりに合格証明書を提出してください。
高等学校卒業程度認定試験合格見込み者は、合格見込成績証明書を提出してください。

③


出願資格の３）に該当する者（詳細はP.11参照）は、提出する書類がそれぞれ異なるため事前
に東北医科薬科大学 学務部入試課までお問い合わせください。

※調査書またはそれに代わる資料（卒業証明書等）は、面接試験の際の参考資料として活用します。
４）成績請求票
大学入試センターから交付された令和５年度大学入学共通テスト成績請求票のうち「私立大学・公
私立短期 大学用」を志願票の所定欄に貼付してください。
【その他】英語外部検定試験の成績証明書等（CEFR LEVEL もしくは４技能評価がわかるもの）の写し
※証明書は任意提出であり合否判定には使用せず、
入学後の教育の参考資料として活用します。
※出願書類は簡易書留・速達郵便で郵送してください。
※出願書類の郵送先は、入力完了後に印刷（プリントアウト）できます。
大学の住所とは異なりますのでご注意ください。
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大学入学共通テスト利用選抜［一般枠］
５． 入学検定料

入学検定料：35,000円
納 入 期 間：令和５年１月16日（月）
～令和５年２月12日（日）
※入学検定料は、入力完了後に印刷（プリントアウト）した「納入手順書」を持参し、コンビニエンス
ストアでお支払いください。収納証明書を必ず受け取ってください。
注意：｢納入手順書」に記載されている期限までにお支払いください。
※期限を過ぎるとお支払いができません。

６． 受験票

出願書類を受領した数日後、登録したメールアドレスへ受験票発行の通知メールが届き、「マイページ」
から受験票を印刷（プリントアウト）できるようになります。記載内容を確認し、誤りがある場合は
ご連絡ください。
※受験票は大学から郵送されませんので、各自印刷して試験期日に持参してください。
※一次試験合格発表の５日前になっても「マイページ」から受験票をダウンロードできない場合はお問い
合わせください。
【連絡・問い合わせ先】学務部入試課 022-234-4181（代）

７． 選抜方法

〈一次試験〉
大学入学共通テスト利用選抜は、大学入学共通テストの成績を利用して一次試験の合否を判定します。
本学での個別試験はありません。
試験科目および配点等：
令和５年度大学入学共通テストで本学が指定した下記の教科・科目を受験する必要があります。
教科

科

目

配点

国

語

「国語」

100点

理

科

「物理」
、
「化学」
、
「生物」
200点
から２科目選択

数

学

「数学Ⅰ・数学Ａ」
、
「数学Ⅱ・数学Ｂ」

備考
古文・漢文を除く。
２科目受験のため第１解答科目、第２解答科目の指定はあり
ません。

200点
リーディングおよびリスニングの成績を利用します。

外国語

「英語」

200点

大学入試センターからリスニングの免除を許可されている場合は、
リーディング試験の得点（大学入学共通テストにおける配点100点）
を200点満点になるように換算します。なお、その場合には大学入試
センターから発行される「受験上の配慮事項審査結果通知書」の写し
を出願書類に同封してください。

〈二次試験〉 ※一次試験合格者のみ
期 日：令和５年３月２日（木）午前９時00分までに集合
試験場：東北医科薬科大学（小松島キャンパス） 所在地：宮城県仙台市青葉区小松島４‒４‒１
試験内容・時間：
試

験

内

容

試験時間

面接（追加面接を行うことがあります）

９：30～13：00（予定）

※面接は、５段階評価を行い点数化して評価します。
※面接試験中、面接内容を録音します。
※面接試験が終了するまで外出はできませんので、飲み物等は事前に各自でご用意ください。
【合格者の決定】提出書類、大学入学共通テストの成績、面接試験により総合的に選考し、合格者を決定
します。※調査書·履歴書は、面接試験の際の参考資料として活用します。
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大学入学共通テスト利用選抜［一般枠］
８． 出願上の注意

１）大学入学共通テストにおいて、本学が指定した教科・科目の条件を満たすよう受験しない場合は、
合否判定を行いません。
２）出願書類に不備がある場合には受理しません。
３）出願時の入学検定料と書類は、いかなる理由があっても返還しません。
４）疾病または身体の障害等により、受験上の配慮を希望する場合には、出願する前に本学所定の申請
書を提出してください。
詳細は本学ホームページ（下記URLまたはQRコード）を参照ください。
https://www.tohoku-mpu.ac.jp/admission/special_consideration/

なお、必ずしも要望に沿うことができるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
また、修学上（実習含む）特別な配慮が必要と思われる場合には、出願する前に学務部入試課にご
連絡ください。

９． 合格発表

一次試験：令和５年２月24日（金）午後４時予定
二次試験：令和５年３月10日（金）午後４時予定
・合否結果はインターネット出願サイトの「マイページ」から確認してください。
・合格発表時刻よりも前にアクセスした場合は、その時刻になってから再度アクセスまたは更新をしな
いと合否を確認できませんので、必ず合格発表時刻以降にアクセスしてください。
・合格発表時刻の直後はつながりにくい状態になる場合があります。その場合はしばらく時間をおいて
から再度アクセスしてください。
・二次試験合格者には合格通知書および入学手続書類を、出願時に入力した保護者住所に速達郵便で送付
します。
（一次試験合格者については郵送による通知は行いません）
・二次試験合格者以外の二次試験受験者は「繰上げ合格対象者」となります。
※一次試験・二次試験ともに、学内掲示による合格発表は行いません。また、電話等による合否の問い
合わせには一切応じません。

10．繰上げ合格について

合格者の入学手続状況により欠員が生じた場合に限り、繰上げ合格を順次実施いたします。繰上げ合格
は、
「繰上げ合格対象者」の中から成績順位に従って決定いたします。
繰上げ合格者には、出願時に入力した受験者本人（または保護者）の連絡先に４月上旬までに電話連絡
いたしますので、確実に連絡のとれる電話番号を登録してください。
１日経過しても連絡がつかない場合等は入学の意志が無いものとみなし、次の「繰上げ合格対象者」を
合格者として処理する場合がありますので、支障なく連絡が取れるように準備しておいてください。
なお、繰上げ合格者については、入学手続期間が大変短くなりますので、速やかに手続が行えるよう
準備をお願いいたします。

11．入学手続

入学手続は、所定の期間内に納付金納入および入学手続書類を本学に提出することによって完了します。
合格通知書に同封する「入学手続要項」に従い提出してください。
納 付 金：令和５年３月17日（金）午後２時まで
入学手続書類：令和５年３月23日（木）
）必着
※入学手続締切日までに所定の手続を行わない場合は、入学の意志がないものとして取り扱い、入学を
許可いたしません。

12．入学辞退について

入学辞退を申し出る場合は、学務部入試課まで電話連絡の上、下記期日までに本学所定の「入学辞退届」
を提出した者に限り、入学金を除いた納付金を返還します。辞退の場合は速やかに手続してください。
「入学辞退届」の提出は郵送にて 令和５年３月30日（木）必着でお願いいたします。
やむを得ず大学窓口で提出する場合は、令和５年３月31日（金）午前９時～正午（昼12：00）のみ受付
いたします。
※詳細については、合格通知書に同封する「入学手続要項」をご覧ください。
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●出願資格
下記のいずれかに該当する者
１．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および令和５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、および令和５年３月修了見込みの者。
３．文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者。
（１）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、および令和５年３月までに修了見込み
の者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
（２）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、および令和５年３月までに修了見込みの者。
（３）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、
および令和５年３月までに修了見込みの者。
（４）文部科学大臣の指定した者。
（５）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合格者を含む）、および合格見込みの者。
（６）本学において、個別の入学資格審査（下記参照）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、18歳に達した者、または令和５年３月31日までに18歳に達する者。
※在留資格を有していない者については、令和５年３月31日までに在留カードを取得していることが必要
となります。
なお、入学時に在留カードを取得していない場合は、本学での修学が不可能となります。

【個別の入学資格審査】
学校教育法施行規則の規定により、本学の入学資格の認定を受ける者に対し、個別の入学資格審査を実施
します。上記１. ２. ３.（１）～（５）に該当しない場合は、事前に資格認定の審査を行うので、東北医科薬科
大学 学務部入試課に申し出て指示を受けてください。
なお、申請期間および申請書類の提出・問い合わせ先については、下記のとおりです。申請書類については
本学ホームページ（下記URL）よりダウンロードできます。
●申請期間●
		

第１回目：令和４年 ８ 月29日（月）～ ９ 月 ２ 日（金）必着
第２回目：令和４年11月 ２ 日（水）～11月11日（金）
必着

〈申請書のダウンロード〉
https://www.tohoku-mpu.ac.jp/admission/screening/
〈提出・問い合わせ先〉
〒981-8558 宮城県仙台市青葉区小松島４-４-１
東北医科薬科大学 学務部入試課 宛
TEL 022-234-4181㈹
受付時間 平日午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）
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●受験上の注意
一次試験（学力試験） ※大学入学共通テスト利用選抜は本学での個別試験はなし
１．受験票は試験当日必ず持参し、試験中、机の上に置いてください。
２．試験前日までに、受験票に明示されている試験場、道順、所要時間などを確認しておいてください。
（キャンパス内への立ち入りは禁止します）
３．試験当日は、午前８時50分までに集合、着席してください（試験場は午前８時20分に開場します）
。試験
場内へは土足のまま入場できますので、上履きは不要です。
４．解答には、Ｈ、Ｆ、HBの黒鉛筆、またはシャープペンシル（黒い芯に限る）、プラスチック製の消しゴム
を使用してください。解答が薄い場合や、訂正箇所を消しゴムできれいに消していない場合は、解答が
正しく読み取れず採点できないことがあります。
５．机の上に置けるものは、受験票、黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り、時計、メガネ、ティッシュ
ペーパー（袋から取りだしたもの）です。
６．試験開始後10分まで遅刻入室を認めます。試験開始後は、終了まで退出を認めません。
７．昼食・飲み物等は各自持参し、休憩時間内に自席で適宜とるようにしてください。
８．学科試験のうち１つでも欠席した場合は、放棄したものとみなし合否判定を行いません。
９．全試験会場、保護者等付き添いの方の控室は設置しておりません。
二次試験（小論文・面接） ※小論文は一般選抜のみ
１．受験票は一次試験時に使用したものを試験当日必ず持参してください。
２．試験前日までに、試験場（東北医科薬科大学 小松島キャンパス 住所：宮城県仙台市青葉区小松島
４- ４- １）への道順、所要時間などを確認しておいてください（キャンパス内への立ち入りは禁止します）
。
※福室キャンパスではありませんのでご注意ください。
３．試験当日は、午前８時50分（大学入学共通テスト利用選抜は午前９時）までに集合、着席してください
（試験場は30分前から開場します）。試験場内へは土足のまま入場できますので、上履きは不要です。
４．一般選抜の二次試験の試験日は大学側で指定し、一次試験合格発表の際に併せてお知らせします。
５．試験開始後の遅刻は認めません。
６．昼食・飲み物等は各自持参し、休憩時間内に自席で適宜とるようにしてください。
７．小論文試験（一般選抜のみ）および面接試験のうち１つでも欠席した場合は、放棄したものとみなし合否
判定を行いません。
８．全試験会場、保護者等付き添いの方の控室は設置しておりません。

－12－

不正行為
次のことをすると不正行為となります。不正行為をした場合は、受験した全ての教科・科目の成績を無効と
します。
１）志願票、受験票、解答用紙へ故意に虚偽の記入（本人以外の写真データを登録することや、解答用紙に
本人以外の氏名・受験番号を記入することなど）をすること。
２）カンニング（カンニングペーパー、教科書、参考書、辞書、他の受験者の答案等を見ること、他の人から
答えを教わることなど）をすること。
３）他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。
４）試験時間中に、問題冊子を試験室から持ち出すこと。
５）解答用紙を試験室から持ち出すこと。
６）試験開始の指示前に、問題冊子を開いたり解答を始めること。
７）試験時間中に、携帯電話等の電子機器類、下敷き、コンパス、定規、計算機、時計（辞書、電卓、端末
等の機能があるもの、それらの機能が判別しづらいもの）を使用すること。
８）試験終了の指示に従わず、鉛筆や消しゴムを持っていたり解答を続けること。
上記以外にも、次のことをすると不正行為になることがあります。不正行為と認定された場合の取扱いは、
上記と同様です。
１）試験時間中に、下敷き、コンパス、定規、計算機、時計（辞書、電卓、端末等の機能があるもの、それ
らの機能が判別しづらいもの）や携帯電話、スマートフォン等の電子機器類、教科書、参考書、辞書等
の書類をかばん等にしまわず、身につけていたり手に持っていること。
２）試験時間中に、携帯電話等の電子機器類の音（着信・アラーム・振動音など）を長時間鳴らすなど、試験
の進行に影響を与えること。
３）試験場において、他の受験者の迷惑となる行為をすること。
４）試験場において、監督者等の指示に従わないこと。
５）その他、試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。
６）面接・口述試験において試験前に、既に試験が終了した他の受験者から試験に関する内容を教えてもらう
こと。
７）面接・口述試験において試験後に、これから試験を受ける他の受験者に試験に関する内容を教えること。
８）面接・口述試験において試験前に、面接・口述試験控室等で携帯電話等の電子機器類を操作すること。
９）試験に関することについて、自身や他の受験者を利するような虚偽の申出をすること。
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●インターネット出願の流れ
出願手続きはインターネットで出願登録を行い、指定のコンビニエンスストアにて入学検定料を納入した後
に出願書類を郵送することにより、完了となります。出願登録をしただけでは出願になりませんのでご注意
ください。
事前にスケジュールを確認し、余裕を持って出願準備を行ってください。
★本学指定インターネット出願サイトURL：https://guidance-tmpu.campus-gate.com/index.html
※出願サイトの公開は９月下旬予定
★用意するもの
●パソコン等

●プリンター

●顔写真データ

●出願書類等

●角2封筒

1．試験日程や試験内容を確認する
※試験区分によって異なりますので必ず学生募集要項等を確認してください

出願サイト

2．出願前に調査書等を準備する
※顔写真データ（JPEG 形式・3MB 未満）もあらかじめご準備ください
※インターネット出願サイト内に顔写真データの条件が記載されていますのでご確認ください

3．
「マイページ」を作成する
※本学が指定するインターネット出願サイトに、メールアドレスを登録し「マイページ」を作成してください

4．出願登録をする
※「マイページ」から出願登録の入力が完了すると、志願票等（PDF ファイル）をダウンロードすることができます

5．志願票等をダウンロードし、印刷（プリントアウト）する
※志願票と一緒に、履歴書、入学検定料の支払い方法が明記された「納入手順書」
、出願封筒に貼る「宛名ラベル」
も印刷されます

6．入学検定料を納入する
※「納入手順書」をコンビニエンスストアに持参し、お支払いください
※支払い時に手渡される「収納証明書」を必ず受け取り志願票に貼ってください

7．出願書類を郵送する
※印刷した「宛名ラベル」を市販の角２封筒に貼ってください
※出願書類を全て封筒に入れて、郵便局の窓口から簡易書留・速達郵便で郵送してください

8．受験票を印刷する
※出願書類が到着して数日後、登録したメールアドレスへ受験票発行の通知メールが届きます
※受験票は大学から郵送されませんので、各自で印刷して試験期日にご持参ください

9．入学試験を受験する
※試験区分によって選抜方法が異なります

10．合格発表
※合否結果はインターネット出願サイトの「マイページ」から確認してください
※二次試験合格者には合格通知書と入学手続要項を郵送します

※さらに詳しい内容については、インターネット出願サイト内にある「出願手順」をご確認ください。
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●インターネット出願

履歴書

記入例

医学部の入学者選抜では、出願する際に履歴書を提出していただきます。
履歴書は、インターネット出願サイトにて出願登録時に入力いただき、入力が完了するとダウンロードする
ことができます。スムーズに入力できるように、以下の記入例を参考にご自身の経歴を整理しておいてくだ
さい。
「履歴書下書き用紙」は、本学ホームページから印刷（プリントアウト）することができます。

年月が正しいか
確認してください。

○○県立△△高等学校

2012 3

普通科（全日制課程）

高等学校卒業程度認定試験合格

2012 12

○○○大学

△△△学部

□□□学科

2013 4

○○○大学

△△△学部

□□□学科

2017 3

○○○○予備校

△△△△校

2017 4

○○○○予備校

△△△△校 予備校には行かず自宅で勉強していた

2018 3

期間については、記入の必要はありません。

高等学校卒業程度認定試験（旧:大学入学資格検定）合格者は、
合格した年月を記入し、他を選択してください。
１行につき、全部で42文字まで入力できます。
文字数がオーバーする場合は、分かるように省略してください。

○○○○○株式会社（契約社員）

2018 4

○○○○○株式会社（契約社員）

2019 3

株式会社○○○○○

2019 4
年月が正しいか
確認してください。

株式会社○○○○○

2022 3

行が足りない場合は、最近のものが入るように、
過去の履歴等を省略してください。
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●令和５年度入学生納付金・諸会費等
納付金のうち、授業料、施設設備費、教育充実費は毎学年次１期（５月31日まで）および、２期（11月30日
まで）に分納とします。ただし、１年次の施設設備費は入学金とともに入学手続時に納付するものとします。

１．学

費

医 学 科
１年次（初年度）

２年次以降

入学手続時

１期

２期

１期

２期

入学金

1,000,000円

―

―

―

―

授業料

―

1,500,000円

1,500,000円

1,500,000円

1,500,000円

250,000円

250,000円

500,000円

500,000円

750,000円

750,000円

750,000円

750,000円

2,500,000円

2,500,000円

2,750,000円

2,750,000円

施設設備費
教育充実費
納期別計

500,000円
―
1,500,000円

年度別納付額

6,500,000円

６年間総計

5,500,000円
34,000,000円

※入学手続時に学生教育研究災害傷害保険料4,800円および医学生教育研究賠償責任保険料3,000円、
合計7,800円が加算されます。
※本学では、医学科にて行われる臨床実習の実習費については、別途徴収することはありません。

２．保険料について
本学では ｢学生教育研究災害傷害保険｣ および「医学生教育研究賠償責任保険」共に全員加入することを
原則としており、入学手続時に保険料を納入していただきます。
【学生教育研究災害傷害保険】
学生が正課、学校行事、通学途中、課外活動中に事故が起きた場合、傷害の程度に応じて、保険金
が支払われます。
【医学生教育研究賠償責任保険】
学生が日本国内外において正課、学校行事およびその往復等で、他人にけがをさせたり、他人の
財物を損壊し法律上賠償しなければならない場合に保険金が支払われます。
【学研災付帯学生生活総合保険】
本保険は任意の保険ですが、医学部生特有の針刺し事故や感染症、賠償責任等に幅広く対応する
ため、加入することを強くお勧めいたします。
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令和５年度入学生納付金・諸会費等
３．諸会費等（委託徴収：前年度実績額）
二 松 会（ 保 護 者 会 ）

6,000円（年会費）

学

7,000円（入会金3,000円、年会費4,000円）

生

会

費

同 窓 会 終 身 会 費

42,000円（終身会費8,000円×４回、入会金10,000円）

共用試験（４年次）受験料

25,000円

共用試験（６年次）受験料

20,000円

●二松会（保護者会）
在学生の保護者によって組織され、大学および社会との緊密な連繋を保ち、学生の教育に協力し、
学生生活に適した事業を行うことにより教育の進展に寄与し、その効果を上げることを目的として
いる組織です。
●学生会
在学生によって組織され、課外活動団体や各種イベントの企画・運営など、学生生活の充実を図る
ことを目的としている組織です。
●同窓会
東北薬学専門学校、東北薬科大学および東北医科薬科大学の卒業生によって組織され、会員相互の
親睦を厚くし、東北医科薬科大学の発展に資することを目的としている組織です。在学時は準会員と
なります。

４．入学時に必要となる教科書代（選択によって若干の変動があります）
【必修科目】約32,000円 【選択科目】約10,000円

５．教育研究協力資金の募集
入学後に、教育研究の質的向上と維持及び施設設備等教育研究環境の充実のため「教育研究協力資金」
を募集します。この募集は任意に協賛をお願いするものであり、入学の条件とするものではありません。
教育研究協力資金 ………… 一口１万円〈何口でも可〉
●高等教育の修学支援新制度
本学は、大学等における修学の支援に関する法律に基づいて一定の要件を満たすことの確認を受け、「高等
教育の修学支援新制度」の対象校となっています。詳細は文部科学省ウェブサイトでご確認ください。
〈文部科学省ウェブサイト「高等教育の修学支援新制度」〉
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
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●修学資金制度
●東北地域医療支援修学資金制度について
本学医学部は、東日本大震災後の東北地方の復旧・復興に貢献し、東北地方の地域医療を支える医師の
養成を目指しています。卒業後の東北地方への定着を促進し、学生を経済的に支援するため ｢東北地域医療
支援修学資金制度｣ を設けました。これは修学資金の貸与を受け、卒業後は医師として東北の地域医療に
一定期間従事することで貸与金額が全額返還免除となる制度です。
なお、他団体奨学金のなかには、本学の修学資金制度との重複貸与を認めないものもありますので、修学
資金枠での入学を希望する場合は、各団体へ事前にご確認ください。
※地域医療を支える医師の養成を目的としていますので、医師として東北の地域医療に一定期間従事する
際には、各県の医師配置方針（勤務地・診療科等）に従っていただくことになります。
Ⅰ．修学資金枠Ａ方式 ……… 宮城県、東北５県（青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県）
（１）対象者

地域医療に対し強い熱意と意志を有し、宮城県内または宮城県以外の東北５県のいずれかの県
の自治体病院・診療所等での診療業務に従事することを希望する者。
※他の自治体等の医学生修学資金との併用は出来ません。
（２）募集定員
宮城県医学生修学資金 貸与		
30名
宮城県以外の東北５県の医学生修学資金 貸与
青森県 1名
		
岩手県 1名
		
秋田県 1名
		
山形県 1名
		
福島県 1名
（３）貸与金額
１年次～６年次

500万円／年 （６年間貸与総額3,000万円）

（４）貸与期間
貸与を決定した年から大学卒業まで（原則として６年間）を貸与期間とする。
なお、貸与に伴い卒業後は「（７）返還免除（義務年限）」に示す義務が生じる。
（５）金利
なし（ただし、債務不履行の場合は、所定の金利を請求する）
（６）担保等
１）連帯保証人２名（原則として父又は母１名、および独立の生計を営む者１名）
２）原則として貸与期間および義務年限期間は、入学後に貸与対象者を被保険者、連帯保証人と
なる父又は母を保険金受取人とする生命保険
（保険金額：3,000万円）
への加入を義務付ける。
※入学宣誓式終了後、修学資金枠（Ａ方式･Ｂ方式）の入学者および連帯保証人２名を対象に、
「修学資金・保険制度に関する説明会」および借入意思・保証意思を確認するための面談を
実施いたします。詳しくは、合格通知書に同封する「東北地域医療支援修学資金貸与関係手続
要項」をご確認ください。
（７）返還免除（義務年限）
宮城県：卒業後２年の間に医師免許を取得し、宮城県知事が指定する医療機関等に、医師とし
て卒業後10年間勤務することで期間終了時に貸与金額が全額返還免除となる。
（臨床研修期間の２年間を含まない）
宮城県以外の東北５県：卒業後２年の間に医師免許を取得し、宮城県以外の東北５県で医療機関
等に８～10年間勤務することで期間終了時に貸与金額が全額返還免除
となる。（臨床研修期間の２年間を含まない）
ただし、途中で退学した場合や義務年限の勤務ができなくなった場合は、1ヶ月以内に貸与を受
けた金額全額と、貸与を受けた日から返還事由の生じた日までの日数に応じ年10％の割合で計
算された利息を一括返還いただきます。
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修学資金制度
Ⅱ．修学資金枠Ｂ方式 ………東北５県（青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県）
（１）対象者
１）地域医療に対し強い熱意と意志を有し、宮城県以外の東北５県の病院・診療所等での診療
業務に従事することを希望する者。
２）宮城県以外の東北５県の修学資金制度

（P.20,21）のいずれかに１年次のうちに申し込む者。
※修学資金制度の最新情報は、必ず各県のホームページ等から確認してください。別途各県に
よる審査を行うため、貸与が保証されるものではありません。
※希望する県の修学資金制度に採用されなかった場合は、必ず他の応募可能な宮城県以外の
東北５県の修学資金制度に申し込みしていただきます。
（２）募集定員
宮城県以外の東北５県の医学生修学資金

貸与

20名

（３）貸与金額
１年次～６年次

250万円／年（６年間貸与総額1,500万円）＋各県の修学資金

（４）貸与期間
貸与を決定した年から大学卒業まで（原則として６年間）を貸与期間とする。
なお、貸与に伴い卒業後は「（７）返還免除（義務年限）」に示す義務が生じる。
（５）金利
なし（ただし、債務不履行の場合は、所定の金利を請求する）
（６）担保等

本学貸与分（６年間貸与総額1,500万円）

１）連帯保証人２名（原則として父又は母１名、および独立の生計を営む者１名）
２）原則として貸与期間および義務年限期間は、入学後に貸与対象者を被保険者、連帯保証人と
なる父又は母を保険金受取人とする生命保険
（保険金額：1,500万円）
への加入を義務付ける。
※入学宣誓式終了後、修学資金枠（Ａ方式･Ｂ方式）の入学者および連帯保証人２名を対象に、
「修学資金・保険制度に関する説明会」および借入意思・保証意思を確認するための面談を
実施いたします。詳しくは、合格通知書に同封する「東北地域医療支援修学資金貸与関係手続
要項」をご確認ください。
※各県の修学資金については、各県のホームページ等で確認してください。
（７）返還免除（義務年限）
１）宮城県以外の東北５県がそれぞれ定める医療機関等に一定期間勤務すること（９年程度勤務。
義務年限は各県の修学資金制度により定められている）で貸与金額が全額返還免除となる。
卒業後の医師免許取得期限は、各県の制度による。
２）希望する県の修学資金制度に採用されなかった場合は、必ず他の応募可能な県の修学資金
制度に応募すること。そのうえで各県の制度に採用されず、本学の修学資金（1,500万円）
のみとなった場合は、卒業後２年の間に医師免許を取得し、宮城県以外の東北５県いずれ
かの県で、各県と協議のうえ本学が指定する医療機関等において６年間勤務（東北各県で
臨床研修を行う場合には、２年間の期間を含む）することで貸与金額が全額返還免除となる。

ただし、
途中で退学した場合や義務年限の勤務ができなくなった場合は、1ヶ月以内に貸与を受
けた金額全額と、貸与を受けた日から返還事由の生じた日までの日数に応じ年10％の割合で計
算された利息を一括返還いただきます。

修学資金制度についての詳細は、本学ホームページ（トップページ
＞ 入試情報 ＞ 修学資金制度）ま
たは下記QRコードをご確認ください。
・修学資金制度 https://www.tohoku-mpu.ac.jp/medicine/scholarship/

修学資金制度
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●B方式に対応する東北5県の自治体による修学資金制度一覧
●東北５県の自治体による修学資金制度
※この情報は、令和４年度の実績です（令和４年６月現在）
。令和５年度の予定については、修学資金を希望する各県の担当課へ
必ず問い合わせ、確認してください。

青森県

県名
対象者
制度名
R４年度
定員

貸与額内訳
６年間計

岩手県

秋田県

青森県出身者
①青森県内高校出身者
② 青 森 県 外高校出身者で
も、出身世帯が青森県内
に居住している者

全国の医学生
(岩手県出身者優先）

全国の医学生
(岩手県出身者優先）

青森県医師修学資金

岩手県市町村
医師養成修学資金

岩手県医療局医師奨学 秋田県医学生修学資金
資金「一般枠」
「東北医科薬科大学枠」

３名程度

東北医科薬科大学
医学部修学資金枠Ｂ方式
での入学者

免除規定
始
至

出願

15名

８名

20万円／月

20万円／月

1,108.2万円

1,440万円

1,440万円

1,108.2万円

大学卒業後、２年以内に医
師となり、直ちに県内の病
院等に貸与期間の1.5倍の
期間、医師として勤務

医師免許を取得し、臨床研
修後、岩手県内の市町村立
病院・県立病院等で貸付期
間と同期間勤務

医師免許を取得し、岩手県
内の臨床研修病院における
臨床研修の２年間及び医療
局長が指定する県立病院等
において医師の業務に従事
した期間が通算して奨学資
金の貸付期間の1.5倍に相
当する期間に達すること

大学卒業後、１年６ヶ月以
内に医師免許を取得し、そ
の後直ちに貸与期間の1.5倍
に相当する期間、県内の公
的医療機関等に勤務（うち
1/2の期間は知事が指定す
る公的医療機関等に勤務）

２月上旬

２月下旬

２月下旬

４月上旬

入学金28.2万円
（１年次のみ）
＋15万円／月
（自宅外通学）

４月中旬

試験日

書類審査、面接
５月中旬

発表（予定）

４月中旬

※受付期間延長の場合あり

書類審査、面接
３月下旬～４月中旬

※受付期間延長の場合は試験日延期

７名
入学金28.2万円
（１年生に限る）
＋15万円／月
（自宅外通学）

４月中旬

４月下旬

※受付期間延長の場合あり

書類審査、面接
３月下旬～４月中旬

書類審査

※受付期間延長の場合は試験日延期

４月下旬

５月下旬

①青森県出身者で県外の医
学部在学者
②将来、青森県内の病院等
に勤務しようとする者

①４月に大学の医学部に入
学が決定した方
②将来、岩手県内の市町村
立病院・県立病院等の医
師として業務に従事しよ
うとする意思を持つ者で
あること

①４月に医科系大学に入学
が決定した方
②将来、岩手県立病院等の
医師として業務に従事し
ようとする意思を持つ者
であること

①４月に東北医科薬科大学の
医学部修学資金枠Ｂ方式で
の入学が決定した者
②将来、秋田県内の公的医療
機関等に医師として勤務し
ようとする意志があること
③医師免許取得後、秋田県策
定の「秋田県地域枠医師等
キャリア形成プログラム」
の適用を受けることに同意
する者

応募時期

在学中

入試後

入試後

在学中

決定時期

在学中

在学中

在学中

在学中

応募要件

４月下旬

問い合わせ先

青森県健康福祉部医療薬務課
良医育成支援グループ
℡017－734－9288

岩手県国民健康保険団体
連合会 保健介護課
℡019－623－4324
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岩手県医療局
医師支援推進室
℡019－629－6352

秋田県健康福祉部医務薬事課
医療人材対策室
℡018－860－1410

山形県

県名
対象者

全国の医学生

全国の医学生

制度名

地域医療従事医師確保修学資金

R４年度
定員

貸与額内訳
６年間計

免除規定
始
至

出願
試験日

発表（予定）

福島県

特定診療科医師確保修学資金

福島県へき地医療等医師確保
修学資金

24名

５名

200万円／年

200万円／年

入学金相当額上限100万円
（希望者のみ）
＋23.5万円／月

1,200万円

1,200万円

1,792万円

・県 内で臨床研修後、県内公立病院
等に勤務し、その勤務期間（臨床
研修含む）が、貸与期間の1.5倍に
相当する期間に達すること（うち
４年以上は医師少数区域等の医療
機関等で勤務）
・県の定めるキャリア形成プログラム
の適用に同意すること

・県 内で臨床研修後、県内公的医療
機関の特定診療科（小児科、産婦
人科、放射線科、麻酔科、救急医
療）での勤務期間（臨床研修含
む）が、貸与期間の1.5倍に相当
する期間に達すること（うち４年
以上は医師少数区域等の医療機関
の特定診療科で勤務）
・県の定めるキャリア形成プログラム
の適用に同意すること

・卒業後２年以内に医師となること
・医師となった後、県内の知事指定
病院において行う臨床研修、その
後継続して行う対象医療機関への
勤務または知事が認める県内病院
での後期研修のいずれかに従事し
た期間が、修学資金の貸与を受け
た期間の1.5倍に達すること

４月下旬

４月下旬

４月上旬

６月中旬

６月中旬

６月上旬

書類審査、面接
７月

書類審査、面接
７月

書類審査、面接
９月

①医学を履修する課程に在籍してい
る者であること（学年問わず）
②卒業後山形県内の医師確保が必要
な地域に勤務する意思を有してい
ること

①医学を履修する課程に在籍してい
る者であること（学年問わず）
②卒業後山形県内の医師確保が必要
な診療科（小児科、産婦人科、放
射線科、麻酔科、救急医療）に勤
務する意思を有していること

①医学を履修する課程に在学してい
る者であること（学年問わず）
②将来、福島県内のへき地診療所、
県立病院等に医師として勤務する
意志があること

応募時期

在学中

在学中

在学中

決定時期

在学中

在学中

在学中

応募要件

９月

問い合わせ先

山形県健康福祉部 医療政策課
地域医療支援室
℡023－630－3159
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福島県地域医療支援センター
（福島県医療人材対策室）
℡024－521－7881

●試験場
●仙台試験場

※一次試験（一般選抜）・二次試験
至 南光台
旭ヶ丘駅
台原駅

（小松島キャンパス）

東北医科薬科大・東北高校前

仙山

線
JR 東照宮駅
至 盛岡

宮町

仙台市地下鉄南北線

至 山形

JR 北仙台駅

JR

東北医科薬科大学

瞑想の松

地下鉄南北線台原駅【南１出口】より
臨時バス（無料）運行

JR 東北本線

東口

西口

JR 仙台駅

● 仙台市営バス⑰番乗場

至 東京

※駐車場はございません。
※近隣住民のご迷惑となりますので、車での送迎はお控えください。
※一般選抜の試験当日は地下鉄南北線台原駅と東北医科薬科大学（小松島
キャンパス）間で臨時バス（無料）を運行いたしますのでご利用ください。
運行時間（随時運行）
○一次試験
〈台原駅→大学〉
8：00〜 8：50
〈大学→台原駅〉 16：00〜16：30

【JR 仙山線を利用の場合】
○JR 仙台駅より山形方面行に乗車
東照宮駅下車／徒歩 15 分
【仙台市営バスを利用の場合】
JR 仙台駅前（西口）⑰番乗り場より
○宮町・南光台入口経由 旭ヶ丘駅
○宮町・小松島三丁目経由 台原駅
○宮町・台原駅経由 瞑想の松循環に乗車
東北医科薬科大・東北高校前下車／徒歩すぐ

○二次試験
8：00〜 8：50
〈台原駅→大学〉
〈大学→台原駅〉 11：50〜面接終了まで

東北医科薬科大学

【仙台市地下鉄を利用の場合】
○地下鉄南北線仙台駅より泉中央行に乗車
台原駅下車／徒歩 15 分

小松島キャンパス

宮城県仙台市青葉区小松島 4-4-1

TEL 022-234-4181
（代）

●東京試験場１［渋谷］

線

※一次試験（一般選抜）のみ

道玄坂上交番前の出口

京王井の頭線

東急
田
園
都

○JR 線・銀座線・東横線・半蔵門線・副都心線
渋谷駅下車／西口より徒歩 10 分

線
市

誘導看板

渋谷道玄坂
郵便局

住友不動産渋谷
ヒューマックスビル
首都

○東急バス「渋谷駅」から乗車 約３分
「道玄坂上」バス停より徒歩１分

東急ステイ
渋谷

橋

大
池尻

至

レクサス
渋谷

ベルサール渋谷ガーデン

東京都渋谷区南平台町 16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー
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渋谷駅

中央口

高速

３号

渋谷

線

銀座
メトロ
東京

渋谷ヒカリエ

東口

三井住友
銀行

神泉駅
南口

ハチ公像

アベニュー口

西口

急

線

セルリアンタワー
東急ホテル
渋谷インフォス
タワー

道玄坂上
（バス停）

ベルサール
渋谷ガーデン

渋谷
警察署

東

線
手
山
Ｒ
Ｊ

○京王井の頭線
神泉駅下車／南口より徒歩６分

蔵門
トロ半
東京メ

SHIBUYA
109
1番出口

渋谷インフォス
ウイング

渋谷インフォス
アネックス

東

横

線

●東京試験場２［五反田］

●TOC五反田メッセ

大崎広小路駅

不動前駅下車／徒歩６分

●
第２TOC

山手通り
●大崎郵便局

首都高速中央環状品川線

●
BOOK・OFF

至大崎

大崎広小路駅下車／徒歩５分

安楽寺 氷川神社
●
●

●
第５TOC

五反田インター
入口
目黒川

五反

田駅

線
目黒
東急

●三菱UFJ銀行

至品川

五反田インター
出口

２号
首都高速

︵桜
田通
第２京浜
り︶

○東急電鉄池上線

●

正面入口

○JR、都営地下鉄 五反田駅下車／ JR西口、A2番出口より徒歩８分
※TOCエクスプレス（直通バス）はご利用いただけません
○東急電鉄目黒線

第３TOC

TOCビル

不動
前駅

東急池上線

※一次試験（一般選抜）のみ

TOCビル

至渋谷

東京都品川区西五反田7-22-17

●大阪試験場

※一次試験（一般選抜）のみ

○JR 大阪環状線

駅

福島

福島駅下車／徒歩約15分

線

東西

ＪＲ

駅
福島

新

本線

新福島駅下車／３番出口より徒歩約10分

●朝日放送本社
川

福島駅下車／３番出口より徒歩約10分

大阪病院●

堂島

あみだ池筋

駅

大阪市立科学館
●

島

下福島公園

筋
わ
に
な

国立国際美術館●

中之島
いわき病院
●

○大阪メトロ
阿波座駅下車／中央線1号出口・千日前線9号出口
より徒歩約15分

島線

中之

京阪

中

之

○阪神本線

駅

福島

阪神

状線

阪環

大
ＪＲ

阪神

○JR 東西線

線
池田
高速
阪神

○京阪電車中之島線
中之島（大阪国際会議場）駅下車／２番出口よりすぐ

● リーガロイヤルホテル

川

堀
佐

土

グランキューブ
大阪

●住友病院

グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）
大阪府大阪市北区中之島 5-3-51

●札幌試験場

※一次試験（一般選抜）のみ

○JR 線・地下鉄
札幌駅下車／南口より徒歩５分

ＪＲ札幌駅
千歳方面

●東急

●モントレ札幌

●
ANAクラウン
プラザホテル

北海道庁
●
ニューオータニ
イン札幌

ACU-A（アスティ45）

北海道札幌市中央区北４条西５丁目
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創成川

●
日本生命
札幌ビル

●北海道
銀行

●エスタ
さっぽろ駅

ACU-A

さっぽろ駅

●
読売北海道
ビル

地下鉄
東豊線

地下鉄
南北線

●大丸
センチュリー
ロイヤルホテル ●

ホテル日航
●

石狩街道

●JRタワー

●新型コロナウイルス感染症等への対応について（追試験の実施）
●感染症対策のお願い
試験当日は、下記のとおり感染症対策の徹底にご協力をお願いします。
・受験票に記載されている「健康チェック」を当日記入してきてください。
・熱や咳等の症状の有無に関わらず、必ず不織布マスクを着用し鼻と口の両方を確実に覆うことを義務
付けます（昼食時を除く）。
・試験会場入退室時に、消毒液で手指消毒を行っていただきます。
・飛沫飛散防止のため、試験会場における必要以外の私語はご遠慮ください。
・全試験会場、保護者等付添いの方の控室は設置しておりません。

●追試験の実施
試験日当日、受験者が指定感染症（新型コロナウイルス等）および学校保健安全法で出席の停止が定められて
いる感染症（インフルエンザ、麻疹、風疹等）に罹患している場合、または発熱等下記の１項目でも該当する
場合は受験をご遠慮ください。
・試験日前日および当日、体温測定し37.5度以上の発熱がある場合
・体熱感や強い倦怠感、息苦しさを感じる、咳が止まらない、その他体調が悪い場合
・感染拡大している国や地域への渡航歴が14日以内にある場合
・新型コロナウイルス感染症と診断された人と２週間以内に会った場合
・同居する人が上記の項目にあてはまる場合
なお、感染症罹患または上記項目に一つでも該当し本試験を受験できない場合に限り、追試験受験を認めます。
追試験受験を希望する場合は事前に、当日発熱等があった場合は集合時間（一般選抜は午前８時50分、大学
入学共通テスト利用選抜は午前９時）前までに、下記連絡先へ必ず連絡してください。
※集合時間後の連絡の場合は、追試験受験を認めません。
※追試験受験の申請には「申請書（本学ホームページよりダウンロード）
」の提出、および医師による「診断書
（写し可）
」等、上記を証明する証明書等の提出が必要となります。
【追試験日程】
試験区分
一般選抜

（一次試験）

一般選抜

（二次試験）

大学入学共通

テスト利用選抜
（二次試験）

本試験

追試験（※）

試 験 日：令和５年１月21日㈯
合格発表日：令和５年１月27日㈮
試 験 日：令和５年２月 4日㈯、5日㈰
合格発表日：令和５年２月10日㈮
試 験 日：令和５年３月 2日㈭
合格発表日：令和５年３月10日㈮

試 験 日：令和５年２月18日㈯
合格発表日：令和５年２月24日㈮

※試験会場は仙台試験場（本学小松島キャンパス）
および東京試験場（AP東京八重洲通り）のみ

試 験 日：令和５年３月 2日㈭
合格発表日：令和５年３月10日㈮

※試験会場は仙台試験場（本学小松島キャンパス）のみ

試 験 日：令和５年３月18日㈯
合格発表日：令和５年３月22日㈬

※試験会場は仙台試験場（本学小松島キャンパス）のみ

（※）追試験の出題科目、範囲、配点等については、本試験に準じます。
【連絡先】
東北医科薬科大学 学務部入試課
TEL 022-234-4181（代）
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〒981-8558

宮城県仙台市青葉区小松島四丁目４番１号
TEL 022-234-4181㈹
FAX 0 2 2 - 2 3 4 - 1 7 8 5
https://www.tohoku-mpu.ac.jp/

