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調査検証委員会 報告書 

 
医学部一般入試に関する調査検証委員会 

 

 

本委員会は，平成３０年１２月１４日付けで文部科学省高等教育局大学振興課大学入試室

から示された「医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る緊急調査最終まとめ」

を受け，日本大学医学部入学試験において指摘された「不適切な事案」について，受験者へ

の対応を含め，学外の第三者の委員を交えて検証をするとともに，医学部においてまとめた

再発防止策及び平成３１年度医学部入学試験における公正性を検証することを目的とする

ものである。 

 以下に，本事案に対する医学部の対応と，その検証結果を報告する。 

 

※本委員会は私立大学の理事長・学長，教育関係に精通した学外弁護士，医学部以外の本学役・教職

員２名の４名で構成しました。公表版では，報告書のうち個人の特定や入試の公平性に影響する可

能性を考慮し，補償対象者の人数，平成３１年度における２次試験の具体的な点数配分，利用する

適性検査の方法等を一部省略しています。 

 

１ 本件事案の事実関係の再調査 

①  調査日  

・平成３１年３月 ５日（火） 

・平成３１年３月２０日（水） 

・令和 元年７月１０日（水） 

・上記のほか，指名された調査検証委員により平成３１年度医学部一般入学試験（Ａ方

式・Ｎ方式）の判定案作成現場へ立ち会い，その方法等を確認した。 

 

 ② 調査結果 

  （１）不適切な事案が生じた背景，経過 

この度の問題は，一般入試の二次試験後に，入学者の早期確保及び定員管理の厳格

化の観点から，正規合格発表後の辞退者の動向などによって追加合格者を順次発表す

るに当たり，日本大学医学部のアドミッション・ポリシーの理解度や医学部への適合

性などをもとに，入学意欲が高いと思われる一部の受験者を優先的に選定していたも

のである。 
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これは例えば，平成２９年度における追加合格者の３９％は入学を辞退しているこ

となどから，欠員が多く出る早期の追加合格発表で，入学予定者を募集人員近くまで

確保しておくことを考慮する必要もあり，把握していた一部の大学付属病院や関連病

院の維持発展に資する可能性の高い同学部同窓の子女に対して，その点を判定基準の

一部に加味した総合評価により，追加合格予定者とすることを目的として実施してい

たとのことである。 

その根拠については，同学部における一般入学試験の合格者の入学手続きにおいて，

例年，多くの辞退者が発生し最終的に適切な入学者の人数を確保することに苦慮して

いたこと，また，逆に多くを追加合格者としたことにより入学者が定員の 1.1倍を超

える可能性を生じさせた経験などから，入学定員を守り，かつ，早期に入学者を確保

する方策を講じることが必要であったことがあげられた。また，同窓子女を対象とし

た理由として，９０年を超える歴史を持つ同学部においては，愛校心をもって親子，

時には祖父母から３代にわたって学んできた，あるいは学んでいる家族が決して少な

くなく，そのような同学部同窓の子女であれば，御父母から同学部の教育方針や医学

者としての姿勢を指導していただけるとともに，追加合格者となった場合でも辞退す

ることなく速やかな入学手続きが期待できると想定した，とのことであった。 

同学部の一般入学試験Ａ方式において，例年，約４千名の受験生に一次試験として，

筆記試験を課し，この順位により，約４９０名を一次試験合格としている。その後，

二次試験として面接・小論文・調査書の点数を一次試験の筆記試験の得点に加え，順

位を決定し，この上位者からＡ方式の入学定員の人数を正規合格者とし，さらに一次

追加合格者として，２０名程度を合格者として発表している。 

同窓子女を優先的に選定する事象は，この正規合格・一次追加合格の発表・手続締

切り後の二次追加合格，三次追加合格を出す際に，学部長，学務担当，事務局長が同

窓会からの同窓子女の受験情報をもとに，同窓の子女を優先して追加合格候補者とし

て選考することによって発生している。なお，同窓子女以外には，一次試験，二次試

験のみで評価し，選抜しており，男女の別や年齢等の属性によって優劣を設けるよう

な取り扱いは確認できなかった。 

 

  （２）平成２８年度～平成３０年度入試 

平成２８年度から平成３０年度に実施された医学部入学試験について，文部科学

省が実施したメール及び訪問等による調査の過程・方法を改めて確認した。具体的

には，調査書の点数の付け方および追加合格者の決定方法等について当時の担当者

にヒアリングを行い，合否決定の過程，判定資料や調査書等の書類を確認した。調

査の結果，文部科学省により実施され，最終まとめで報告された内容と同様であっ

たことを確認した。 

 

文部科学省による調査 
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平成３０年 ８月     メールによる緊急調査 

過去５年間の性別及び年齢による受験者，合格者等のデ

ータ及び入学試験に関するアンケート調査の実施。 

平成３０年 ９月 ５日  医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る

訪問調査 

（調査資料 平成２８年度～平成３０年度） 

                募集要項・入学試験手引き・合格者名簿・成績開示の様

式・入学試験関係の学内規定・入学試験管理委員会及び

入学試験実行委員会名簿・採点マニュアル・面接質問マ

ニュアル・合否判定基準・入試に関するスケジュール

表・解答用紙・面接票・試験区分別の合格者及び受験者

別の平均点，最高点，最低点の表 

平成３０年１０月１５日    文部科学省でのヒアリング調査 

                 調査書の採点基準について 

                 追加合格者の出し方等について 

平成３０年１２月 ３日  文部科学省による医学部入試に係る実地調査 

                 調査書の採点基準について 

                 追加合格者の出し方等について 

平成３０年１２月 ４日    医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る 

緊急調査の訪問調査等において指摘した事項に関する 

事実確認について書面による回答依頼 

平成３０年１２月 ７日  医学部から文部科学省へ「追加合格者の決定方法につい 

て」，「調査書の評価方法について」についてメールに 

よる回答 

 

（３）平成２５年度～２７年度入試 

本委員会では，平成２８年度から平成３０年度までの入学試験の調査と同様に，

平成２５年度から平成２７年度までの入学試験についても，当時の判定結果と追加

合格者の順位等がわかる書類の確認，当時の担当教員へのヒアリングなどを行った。 

平成２５年度及び平成２６年度においては追加合格手続において明らかに不自

然な点は見られなかったが，平成２７年度においては不自然に下位のものが含まれ

る可能性が示唆された。もっとも，追加合格者決定の具体的な過程や，不合格者の

その後の動向などについては，既に４年以上経過していることなどから詳細を把握

することができなかった。このような状況，ならびに医学部において平成２８年度

から平成３０年度の３年間を救済対象としていることを踏まえ，本委員会としては

これ以上の調査を実施しないこととした。 

 

２ 不利益を被った受験生への対応 
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① 調査日  

・平成３１年３月 ５日（火） 

・令和 元年７月１０日（水） 

 

 ② 調査結果 

救済対象者のリストアップ方法を確認した。この方法によると，同窓の子女を優先し

て繰り上げ合格をさせなかった場合に追加合格の対象となっていた可能性のある受験

生として，平成２８年度は２名，平成２９年度は８名，平成３０年度は２名が挙げられ，

総勢１２名が救済する対象となることを確認した。 

   救済対象者に対しては，書簡にて日本大学医学部への入学の意思を確認し，入学の希

望者に対しその手続きを行っているとのことであった。また，救済対象者全員に対して，

日本大学医学部長が，お詫びのために個別に訪問した。訪問した際に，現在他大学に通

学している複数の方から，３年次への編入などが可能かとの問合せがあった。本人が現

在通っている大学の成績や現在履修中の授業科目等を確認の上で，十分に編入可能であ

るとの回答をし，さらに日本大学医学部の見学や教員との相談等も行ったが，３月末ま

でに編入を辞退したとのことであった。また，対象年度に日本大学医学部に入学できな

かったため，翌年度の受験のために通った予備校の授業料や慰謝料等を求めている者も

いるとのことであるが，このような要求に対しては，３月の調査時に，入学試験の終了

する４月以降から個別に対応する旨の説明を受けた。 

７月の調査時に，最終的に救済対象者１２名のうち９名は入学を辞退したとことを確

認した。 

さらに，３月に補償金として一律２０万円の支払いをすることを日本大学医学部とし

て決定し，救済対象者に改めて書簡によりその旨を連絡し，振込先の確認を行ったとの

ことである。これに対しては，複数名が補償金の辞退を申し出たほか，回答自体を拒否

した方もいたとの報告を受けた。 

   その後，これまで同学部から提示した補償では了承を頂けない複数名の方とは引き続

き補償についての話し合いを継続しているとのことである。 

   同学部において，顧問弁護士を代理人として，補償内容について交渉を開始している

とのことである。 

 

救済者への対応関係 

平成３０年１２月２１日  文部科学省「医学部医学科の入学者選抜における公正確

保等に係る緊急調査最終まとめ」にかかる救済対象者に

ついて（内申） 

    平成３０年１２月２１日  救済対象者に対して日本大学医学部への入学意向調査を

書簡で送付 

    平成３１年 １月２２日～平成３１年３月２３日 
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  救済対象者宅へ訪問 

    平成３１年 ２月２７日  日本大学医学部から，迷惑をおかけした救済対象者へ一

律２０万円の補償をすることとなり，その旨の連絡と口

座振込先の確認文書を送付（振込は平成３１年３月２２

日） 

平成３１年 ４月２３日   一律補償（２０万円）を除く個人補償への対応を文書に

て送付 

令和 元年 ５月１０日   医学部顧問弁護士を代理人として，今後の交渉をするこ

とについて，書面にて連絡した。 

 

 

 

３ 再発防止改善策の検証及び平成３１年度医学部入試における再発防止策の実施状況の

確認 

① 調査日  

・平成３１年３月 ５日（火） 

② 調査結果 

本件事案を生じたことへの対応として，入試管理委員長，入試実行委員長を変更し，

新たな体制として平成３１年度入試を行ったことを確認した。新体制の構築に当たって，

日本大学医学部では，文部科学省から指摘を受けた追加合格の件への対応のほか，「医

学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る緊急調査最終まとめ」にある「６－

４入学者選抜の公正確保に資すると思われる好事例」の内容を参考に対応したとのこと

である。 

 

主な取組は以下のとおりである 

  ○ 調査書について 

点数を付けることは廃止したが，調査書はクラブ活動の記録等，参考となる事項が

多くあるため，評価基準を明確にし，合格判定の際に参考とすることとした。 

○ 面接について 

面接官の評価基準に差異がなくなるよう質問事項等を再検討し，面接官に対する事

前の説明会を詳細に行った。また，可能な限り多くの女性教員を面接官に採用し，

男女のバランスを改善した。更に面接評価は，より客観性をもたせるため，面接の

点数配分を見直した。 

  ○ 小論文について 

採点を行う際に，主観により評価に差異がでる可能性のある項目があることから，

より客観性をもたせるため小論文の点数配分を見直した。 

  ○ 合格判定及び追加合格の判定案について 
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より多くの視点から確認ができるように，入試管理委員長・副委員長，入試実行委

員長・副委員長（２名）及び事務局長の６名により作成をすることとした。 

  ○ 追加合格候補者について 

事前に順位を決定し，受験生本人に順位を通知するほか，医学部ホームページ・医

学部内の掲示により，その順位を公開した。 

 

４ 平成３１年度入学試験の実施状況 

 ① 調査日  

 ・平成３１年３月 ５日（火） 

 

② 調査結果 

（１）医学部入学試験の評価・実施方法等については以下のとおりとのことである。 

    ・一次試験 

       医学部一般入学試験（Ａ方式）一次試験では学力試験（数学，理科２科目，

外国語合計４００点）を課し，点数上位者を一次試験合格者として発表した。 

    ・二次試験 

    （調査書） 

       入試管理委員長が選任した入試実行委員が評価し，入試管理委員が確認した。

また，昨年度までは入試実行委員長の口頭による説明によりＡ～Ｄの段階評価

及び点数をつけていたが，今年度は点数化することはせず，Ｂ・Ｃの段階評価

のみに留め，この結果を合格判定の際に使用した。 

       評価については高等学校の評点，高等学校における欠席・遅刻の日数の他調

査書に示される内容を「調査書評価基準」に則り行った。なお，調査書がない

受験生に対しては上記内容について面接時に確認した。 

（面接） 

       昨年度までの面接官は教授を中心とし，一人当たり１０点満点で３人の面接

官の合計３０点としていたが，より客観性をもたせるため，点数配分を下げた。

また，今年は教授もしくは准教授を含む助手以上の職位の者３名で構成し，各

面接官が「入学試験面接試験評価基準」に基づき評価した。面接時間は一人当

たり約２０分間とされ，できる限り女性の面接官を採用し，多くのブースに入

るようにした。 

    （小論文） 

       昨年度までは一人当たり１０点満点で３名の評価者の合計３０点としてい

たが，主観により評価の違いを生じる可能性があることから，今年度は，「小

論文評価表」に基づいて小論文評価者３名で行い，評価者１人当たりの点数配

分を下げた。 

    （適性検査） 
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       ２種類の適性検査を行い，どちらかひとつでも「不適」と判定されれば，直

ちに不合格とした。 

 

  （２）最終順位の算定方法については以下のとおりとのことである。 

  二次試験での面接，小論文試験を入学者選抜基準に準じて点数化し，一次試験

の結果（科目点数標準化得点）に加算して総合点を算出し，適格性（面接・小論

文・調査書評価）をＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ段階で併記した順位表を作成した。ただし，

この時点での順位は面接，小論文，調査書評価によるＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ段階での適

格性について評価していないため，最終合格者，追加合格候補者としてのリスト

とはなっていない。 

その後，この順位表リストを教授会で提示し，適性検査結果と適格性を見るた

めの小論文，面接，調査書のＣの数及びＤの数を確認した適格性の可否を確認し

た後に最終的な合格者，追加合格者リストを決定した。 

 

  （３）追加合格候補者の順位の公表については以下のとおりとのことである。 

     合格者・追加合格候補者については，平成３１年度入試からホームページへの掲

載及び学内掲示による順位表の公表と各受験者に個々の順位を通知する取り組み

を実施した。 

     

   ＜昨年までとの採点比較表を省略＞ 

 

  （４）追加合格の決定方法については以下のとおりとのことである。 

     ３月上旬から中旬までは，合格辞退者の人数が確定するたびに，追加合格候補者

の順位通りに辞退者の人数に合わせて合格者を発表した。また，３月最終週には辞

退者があるたびに順位に従って電話による連絡を行い，「追加合格電話対応手順書」

に従って入学意思を確認し，記録をとった。連絡がとれ，入学意思が明らかな受験

生には追加合格予定者の判定をし，学長決裁を経て合格発表後，追加合格の通知を

した。 

 

  （５）受験生への成績開示について 

     一次試験，二次試験の結果を開示する予定である。ただし，適性検査結果および

適格性の可否については開示しないこととなっている。 

     一次試験（科目別素点），二次試験点数および二次試験後の最終合格点を開示す

る予定としている。 

 

  （６）２０２０年度入学試験に向けての課題について 

   〈１〉面接・小論文においての配点や評価方法について，データを用いた有効性や具

体的な客観的指標を用いた評価等の検証。 
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   〈２〉面接会場・面接官による評価の乖離状況分析。 

   〈３〉推薦入学試験で入学した学生の成績の追跡調査。 

   〈４〉入試管理委員・入試実行委員会の内規制定。 

   〈５〉調査書の活用方法についての検討。 

   〈６〉優秀な受験生を積極的に選抜する方法等の検討。 

 

平成３１年度入学試験の改善に向けた検討に係る諸会議 

 

 ○教授会 

平成３０年１２月１１日 臨時教授会 

               文部科学省による入学試験の調査結果について                      

   平成３０年１２月１９日 第１５回教授会 

               文部科学省指摘事項に対する本学の対応に関する件 

   平成３１年 ２月 ６日 臨時教授会 

               平成３１年度以降の医学部入学試験における入試体制の

再構築に関する件 

   平成３１年 ２月１４日 臨時教授会 

〇平成３１年度医学部一般入学試験（Ｎ方式）合格予定者 

の決定に関する件 

〇平成３１年度医学部入学試験（Ａ方式）・校友子女入学 

試験 一次試験合格者の決定に関する件 

 

 ○医学部入試管理委員会 

   平成３０年１２月１８日 入試管理委員会（臨時） 

               文部科学省指摘事項に対する本学部の対応に関する件 

   平成３１年 １月１６日 入試管理委員会 

               ○文部科学省から指摘があった本学部入学試験における 

不適切な事案の対象受験生の救済措置について 

               ○平成３１年度以降の医学部入学試験における入試体制 

の再構築に関する件 

   平成３１年 ２月 ６日 入試管理委員会 

○平成３１年度医学部一般入学試験（Ｎ入試）一次試験合 

格者の決定に関する件 

○平成３１年度以降の医学部入学試験における入試体制 

の再構築に関する件 
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《参考》 

日本大学医学部アドミッション・ポリシー 

   医学部は，自主創造の理念を念頭に醫明博愛を実践する，（１）豊かな知識・教養に

基づき社会に貢献する高い人間力を有する医師の育成，（２）高い倫理観をもとに，論

理的・批判的思考力を有し，世界へ発信できる学際的視野を持った研究者の育成，及び

（３）豊かな個性を引き出し，次世代リーダーを育成する熱意ある教育者を志す人材の

育成を目指しています。医学部では医学・医療の分野で社会に貢献したいという明確な

目的意識とそれを実現しようとする強い意志を持ち，目標に向かって意欲的に学修を進

めていくことのできる学生を求めています。入学試験では，このような人材を多元的な

尺度で評価し，基礎的な能力や資質に優れた人材を見出します。一次試験では，学科試

験（理科，数学，外国語）により，６年間の学修に必要な知識・技能・判断力・思考力

を評価します。 

二次試験では，小論文と面接により，思考力，判断力，表現力，主体性を持って多様

な人々と協働して学ぶ態度を評価します。 

 

以  上 


