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第三者委員会の設置
本学では、入学試験における合格者選定における問題行
為について、平成30年度医学科入学試験から過去に遡り、
事実調査および原因の究明、ならびに必要な改善提案

第一次調査報告書 (平成29年度及び平成30年度入
試の検証報告と是正措置の提言)」受領

新合格者選定名簿
不公正、または妥当ではない方法による入学者選定行為
の影響を排除した元の点数を復元し、これを成績上位者
から順に並べた名簿の作成

追加合否判定を実施



入学試験の概要
（平成29年度および平成30年度）

（１）一般入試
募集人員 75名
第１次試験：学力試験（英語、数学、理科）
第２次試験：小論文、面接、適性検査

（２）センター試験利用入試
募集人員 15名
第１次試験：センター試験（英語、数学、理科、国語、地理歴史公民）
第２次試験：小論文、面接、適性検査

（３）推薦入試
一般公募推薦入試：20名以内
地域枠特別推薦 茨城：８名以内、山梨：２名以内
書類審査、基礎学力検査、小論文、面接、適性検査



合格者の決定方法

第１次試験
合計点数の高い方から順に合格者選定名簿を作成
合格者数
一般入試：〜450名
センター試験利用入試：〜175名

第２次試験
正規合格者：一般入試 75位まで、センター試験利用入試 15位まで
繰上合格者：
正規合格者の中から入学辞退等により欠員が生じた場合、正規合格
者と判定されなかった受験生のうち、成績上位者から順にその入学
意思を確認し、募集人員に満ちるまで繰り上げて合格者とする

【一般入試・センター試験利用入試】

【推薦入試】
合計点数の高い方から順に合格者選定名簿を作成
成績上位者から順に合否判定を実施



(１) 平成29年度および平成30年度医学科入学試験
における問題行為

属性による得点調整

個別の得点調整

(２) 得点の復元と分析

得点調整等を排除した元の結果を復元
得点順に並べ直した新合格者選定名簿を作成

１. 第三者委員会第一次報告書における
提言の要点



① 平成29年度および平成30年度の一般入試及びセン
ター試験利用入試の第２次試験ならびに推薦入試に
つき、速やかに入試委員会を開催し、属性調整及び
個別調整がなかった原状に復した新合格者選定名簿
をもって追加合否判定を実施し、その結果を公表す
ること。

② 上記①により追加合格と判定された者のうち、少な
くとも 平成30年度入試の追加合格者に対しては、平
成31年度の東京医大が指定する入学日に入学するこ
とを申込みうる地位を認めること。併せて追加合格
者からの補償等の請求があった場合には、誠実に対
応すること。

(3) 是正措置の提言−１



③ 平成29年度及び平成30年度の一般入試に関して、
速やかに入試委員会を開催し、個別調整がなかっ
た原状に復した新合格者選定名簿をもって、第１
次試験の追加合否判定を実施し、その結果を公表
すること。また、この追加合否判定により新たに
第１次試験合格と判定された者からの補償等の請
求があった場合には、誠実に対応すること。

(3) 是正措置の提言−２



2. 東京医科大学による合否の再判定

(1) 体制整備

入学試験選考委員会 (入試委員会) 規定の変更と
新入試委員会の立ち上げ

従来の入試委員会：

学長、副学長などの執行部を中心とした委員で構成

入試の実行および合否判定の独立性を高める

入試委員の選考規定を見直し

新入試委員会：執行部以外の者で構成 (2018年10月発足）

入試委員：基礎・社会医学系教授 2名
臨床系教授 2名 計6名
一般教育の教授 2名



(2) 合否の再判定

• 平成29・30年度の一般入試、センター試験利
用入試、推薦入試について実施

• 不正な得点調整がなかった原状に復した新合格
者選定名簿(新名簿)を使用

• 受験生の一切の属性を不記載とした資料を使用



(2) 合否の再判定

① 第１次試験合否の再判定と追加合格者の判定結果
（是正措置の提言③）

平成29年度一般入試 第1次試験 追加合格者：なし
平成30年度一般入試 第1次試験 追加合格者：なし

合格者選定名簿 旧名簿 新名簿

平成29年度 438 位（454 名） 431 位（447名）

平成30年度 437 位（451 名） 434 位（448 名）



② 第2次試験合否の再判定と追加合格者の判定
（受験生の一切の属性を不記載とした資料を使用）

１）一般入試（募集人員75名）

判定対象人数（入試当時の最低繰上合格順位）

合格者
選定名簿

旧名簿 新名簿

平成29年度
146 位（ 151名）
男 96名（63.6%）
女 55名（36.4%）

145位（151 名）
男 85名（56.3%）
女 66名（43.7%）

平成30年度
226 位（230 名）
男 187名（81.3%) 
女 43名（18.7%)

226 位（240 名）
男 158名（65.8％）
女 82名（34.2％）



判定サンプル



判定サンプル

一般入試 判定対象人数＊ 意向確認対象者数**

平成29年度
151名

（145位）
26名

(男性13, 女性13）

平成30年度
240名

（226位）
51名

(男性13, 女性38)

＊

**



追加合格者の判定



追加合格者の判定

合格



② 第2次試験合否の再判定と追加合格者の判定
（受験生の一切の属性を不記載とした資料を使用）

2）センター試験利用入試（募集人員15名）

判定対象人数（入試当時の最低繰上合格順位）

合格者
選定名簿

旧名簿 新名簿

平成29年度
82 位（ 84名）

男 40名（47.6%）
女 44名（52.4%）

82 位（83 名）
男 39名（47.0%）
女 44名（53.0%）

平成30年度
80 位（83 名）
男 57名（68.7%) 
女 26名（31.3%)

80 位（81 名）
男 50名（61.7％）
女 31名（38.3％）



３）推薦入試の合否再判定
一般推薦・茨城枠・山梨枠（募集人員 計30名以内）

基礎学力検査、書類審査、小論文、面接の合計点数で
成績上位者から合格者を判定

追加合格者

平成29年度
３名

(男性 ０名, 女性 ３名)

平成30年度
9名

(男性 1 名, 女性 8 名)



意向確認対象者数
男 女 計 調査報告書

平成29年度

一般 13 13 26 19

センター 3 0 3 0

推薦 0 3 3 0

計 16 16 32 19 (女性11)

平成30年度

一般 13 38 51 44

センター 4 5 9 6

推薦 1 8 9 0

計 18 51 69 50 (女性44)

計

一般 26 51 77 63

センター 7 5 12 6

推薦 1 11 12 0

計 34 67 101 69 (女性55)



３．追加入学について

対象：平成29年度および平成30年度 2年間

一般入試、センター試験利用入試、推薦入試
において「追加合格者」と判定された受験生
のうち、本学への入学の意思を示された方
（追加入学者）

対応：平成31年度医学部医学科第１学年 入学



追加合格のご案内とお願い

平成29年度、平成30年度 一般入試、センター試験利用入試、
推薦入試における意向確認対象者

受験時に登録された連絡先にご案内 (手紙・電話)

ご連絡を差し上げた方
入学意思の有無の表明：2018年11月30日(金) 〆切

追加合格者の決定

2018年12月上旬に個別にご連絡

入学手続期間 平成31年２月



４. 平成31年度入試について

募集人員
推薦入試：例年通り

一般入試およびセンター試験利用入試：

平成29年度および平成30年度の追加入学者の
人数を差し引いた人数

募集人員が確定次第、ホームページ等でお知らせ

適性検査の中止と面接の重視

再発防止策
• 入試委員会の独立性の確保（入試委員選考規定の改定）
• 入試関連業務の環境改善（データ入力の際の監視等）
• 外部有識者による入試の監査



５. 今後について

第三者委員会

入試に関する調査

医学科 平成26年度〜平成28年度
看護学科 平成26年度〜平成30年度

不正の原因究明と再発防止策

東京医科大学

結果を受領次第、検討・公表


